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本書の内容は、執筆時点での情報をもとに書かれています。個々のソフトウェアのアップデート状 
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マークを表記しておりません。 



はじめに 

本書を手に取っていただきありがとうございます。DSマイルと申します。 

普段から自分の描き方は他のイラストレーターさんに比べると専門的では 

ない気がしていて、人にわかりやすく解説することなどできるのだろうかと悩 

みましたが、絵に「正解」というものはないはずなので、私なりの描き方をみ 

なさんに解説しようと思いました。 

本書では、キャラクターメインのイラストと、背景を含めているイラストの 

作業工程を解説しています。キャラクターメインのイラスト（ChapterOlと 

02)では、肌や服の塗り方など、キャラクターの制作過程を徹底的に解説し 

ています。Chapter03では、キャラクターの描き方は少し省略して、パター 

ンの付け方や質感の 表現方法な どを 中心に解説し ました。 

私の工程にとらわれすぎずに、みなさん自身の描き方に本書のやり方を加え 

ていくと' 自分だけのイラストがきっと描けるようになると思います。「この辺 

の描き方が知りたかった」とか、「この描き方が気に入ったから取り入れてみ 

よう」と思っていただけると幸いです。メイキング解説の経験があまりない 

私ですが、みなさんにお伝えしたいことを全て詰め込んだつもりです。 

子供の頃から絵を描くのが好きでずっとやってきたものの、その割にまだ 

色々と未熟ですが、本書がみなさんのこれからの活動のお役に立てれば嬉 

しい限りです。 

DSマイル 
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OS : Window 8.164bit 

CPU - Intel Core 15-3450 

メモリ ： 4GB 

HDD :570GB 

タブレット：Intuos Pro small PTH-451 

モニター:DELL U2414H 23+8インチ 

ワコム社の板型ペンタブレットのSサイズを使っ 

ています。作業用モニターは1台で、これといっ 

た特徴のない制作環境です。PCの性能が低い 

ので、ゲームができないというメリットがありま 

す。ゲームができないと、絵を描く以外に他にや 

ることがないので、絵に集中できます。 

こんな感じの極めて簡素な環境ですが、最近 

韓国と日本を行き来することが多くなったた 

め、先日ワコム社の液晶ペンタブレットMobile 

Studio Pro13を購入しました。持ち歩けるの 

で家で作業ができない際に使っていますが、液 

晶を見つめていると目が乾いて痛くなるため、 

今はあまり使ってぃません…… 

本書で解説しているイラストの線画データと補 

助ファイルがダウンロード可能です。下記URL 

より、「使用上のご注意」をよくご覧いただいた 

うえでご利用ください。 

http://www.bnn.cojp/dI/cgillust_l0/ 

SAI 

大体の作業はSAIで行っています。SAIは初心 

者でも使いやすいうえ、他のツールと比べて価 

格も安いところが魅力です。特に優れていると 

ころは「手ブレ補正」機能です。ペンタブの筆圧 

をきれいに補正してくれます。私は「手ブレ補 

正」数値を「13』に設定して使っています。また、 

特に好んで利用しているSAIの機能は「水彩境 

界j効果です。 

CLIP STUDIO PAINT EX 

色分けとパースの作成はCUP STUDI〇で行っ 

ています。CLIP STUDIOはイラスト制作ソフ 

卜の中でも一番優れていると思います。CUP 

STUDIOは公式サイトで有用な素材も配布して 

います。ツールの機能を習得するまで少し時間 

がかかりますが、覚えておくとよいソフトです。 

Adobe Photoshop 

仕上げはPhotoshopで行っています。現在は 

CS5を使っていますが、2017年の夏までは7,0 

を使っていました。Photoshopは写真編集ソ 

フトなので、写真をきれいに編集できるいろい 

ろな機能があります。同人誌を制作するときも 

Photoshopを使っています。 

※本書は、上記ソフトの基本的な使い方を習得していること 

を前提に解説しています。 
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線画から基本の装飾まで 
まずはラフ〔下書き〕を描いていきます。テーマに沿って構図を決め、完成の雰囲 

気を意識しながらざっく LJと描いていきます。それからキャラクターのパーツごと 

に線画を整え、下塗リを行い、ドレスやリボンなどの装飾を描き込んでいきます。 

SAIを起動して「ファイル」—「新規 

キャンバス」を選択し、「既定のサイ 

ズ」をA4サイズに設定します。初心 

者の方は用紙サイズが大きすぎると 

難しいかもしれないので、もう少し小 

さいサイズでスタートしてもかまいま 

せん0解像度は300〜350dpi<らい 

が丁度いいですが、Web投稿用であ 

れば72dpiでも問題ありません。 

rough 

m 

通常 
100K 

③キャンバスを作成す 
るとレイヤーが1つ作 

成されています。この 
レイヤーを「rough」 
と名付けました 

7?ィル名 

奴走®サイズ 

酥悚度 

サイXU明 

キャン/ひサィズ： 
福.基準®上限： 

新規キto八ス作成 

新規キャンパス 

M - 35Wpi (JB) 

D 

□ 
21.0 

扣7 

350 

mm □ 

pixel/inch 

3993 x 4093 (309.95mm x 296.963mm) 
2893 >: 5009 (209.95mm 5¢ 421.495mm) 

409?C3994Hmm x 296.963mm) 

①A4サイズ、300〜350dpiで新規キャンバスを作成し 
ます 

ti« "ppg 
* tijd 

■n • -m Q 

& 9 er 
_ 

Of— 

，-^ M. 
| HU： Vllk^ 

"' 

#4 

②白紙のキャンバスが作成されました: 

「筆」ツールを選択して、ブラシサ 

イズは「20〜25」に、ブラシ濃度は 

「7〇〜1〇〇」に設定しておきます。 

ラフ段階なので、ブラシの設定はあ 

まり重要ではありません。使いやすく 

設定しておけば大丈夫です。 

通^_ 

ブラシサイズH_K~ 

最小サイズ 

ブラシ漉度 

20.0 

0% 

100 

m • 
\—Si 

ブラシサイズ「20〜25』、ブラシ濃度 
「70〜100」の幅で設定します 

ch>で TER 01 
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描きたい構図をざっくり描きます。今 
なび 

回のテーマは「花Jと「靡かすJなの 

で、髪と服を一生懸命なびかせてみ 

ました 〇 

これからレイヤーが増えてくるので、 

「レイヤーセットの新規作成」をク 

リックしてフォルダ'を作り、「rough」 

と名付けます。こちらのフォルダに、 

先の「rough」レイヤーを入れて「不 

透明度」を「10%」に下げ、上段に線 

画ラフ用の新規レイヤ_「line」を作 

成します。ここに改めて線画のラフを 

描いていきます。 

□画材効果_ 

合成モ-ド通常 

不逄明度 

匚I不透明度保諸 
p下跡イトで物tvr 
G領域検出元に指定 
d a □ 

m a 
1^1 rough 
H 1^ m： 
I_I 10OH 

□ 
n% 

s line 
通常 
100% 

s rough 

10K 

「r o u g h」フォルダを 
作成'「rough」レイ 
ヤーの「不透明度」を 
「1096」に下げ、上段 
に新規レイヤー「line」 

を作成します 

ohA'cTER 01 
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まずは顔から描いていきます。私は 

普段、目—顔ライン—鼻と口の順に 

描いています。顔を細かく描画する 

ため、「筆」のブラシのサイズを「16 

〜20」に変更しました。 

体のラインを描きます。服を着せる 

前に裸を描くことで、人体のバランス 

が壊れないようにします。 

髪は念のため別のレイヤーで作成し 

たほうが良いです。新規レイヤーを作 

成し髪を描きます。顔のサイズと位置 

を調整しながら、髪を描きます。描き 

終わったら髪用に作成したレイヤー 

を「rough」レイヤーと結合します。 

chAprs ■m 
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工程07と同じく、こちらも服用のレ 

イヤーを作成して体の上に服を描き 

ます。服によって隠れる部分は消し 

たあとレイヤーを結合します。 

ラフの線画の作成作業はこれで完了 

です。全体像を確認しながら線画を 

整えます。 

rroughjレイヤーは非表示にしました 



今は惯れてきたことでお腹の部分はあまり描画してい 
ませんが、この方法で描き始めた頃は、お腹も含めて 

足の筋肉などももっと細かく描いていました。人体描 
画の基礎を固めるためには筋肉の形状を参考に勉強 
したほうがよいですが、いざ筋肉図鑑を見ると複雑す 
ぎて、なかなか踏み込んで勉強する気になりません。で 
すので、こうやって大まかな筋肉の形状を参考に、それ 
ぞれノ（ーツに分けるといいと思いますs 

パーツに分けて描いた例です 

混色 
色延U 
□詳細設定 
描画品質 
輪郭®硬? 
最小濃度 
最大漁度筆圧 
_ 圧 

is] 
18] 

10OX 
IOC 

華圧：0漉度刁サイズ!^混色 

定してください 

③髪の色と衣装の色をメ 
インに、配色を考えてお 
きます。今回は寒色をメ 
インにします 

2 ff line 

□ 黹 
100K 

a color 

(Z) 适常 
100K 

u 舞 
-ふ 

rough 

□ 通常 
m 

①「line」レイヤーの下段 
に新規レイヤ ー「color」 

を作成します 

④決めておいた配色を意識しながらざっくりと塗ります。「マー 

カーjは水彩筆と似た感じなので、色を混ぜながら塗れます 

人体の描き方 

侔を描くときは、普段は八ーツを分けて描いています 
パーツは筋肉の形状を参考にして分けます。 

上半身-胸-腕-下半身-お尻 

ラフの着彩作業に取り掛かります。 

Mine」レイヤーの下段に新規レ 

イヤーを作成します。「筆」と「マー 

カー」を利用して、軽く色を付けてい 

きます。 

通^_ 
ブラシサイズ□(!_ 

最小サイズI_ 

ブラシ漉度 

n雕網形】_B] 

rtテスチヤなし】〇] 

160.0 

0X 
70 

マーカー m 

/I 

②「筆」のブラシ設定は 
そのままにしておいて、 
「マーカ ーJのブラシ設 
定は画像を参考にして設 

ro適10 

囹〇 

chAT3TER ■m 
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Hinejしイヤーの上段に新規レイ 

ヤー「other」を作成し、線画の過 

程で描かなかった髪飾りやリボンを 

「筆」ツールを使って描き込みます。 

other 

(7]： 
11常 
100K 

IH line 

n 
適黹 
I005S 

color 

n 
51常 
m% 

①「line」レイヤーの上段 
に新規レイヤー「other』 
を作成します 

m 
y 

陰影を付けます。「color」レイヤー 

の上段に新規レイヤー「shadow」 

を作成し、合成モードを「陰影」にし 

ます。八&_ッ別に色を変えながら、影 

を付けていきます。 

①新規レイヤー 

「shadow」を作成し、合 
成モードを「陰影jに 

chAPmR 01 

<2洽成モード「陰影」の性質上、グラデーションの濃淡を保った 
まま影を付けること力ぐひきます 

〇1? 



線画の色をブラウンに変更します。 

私は本番ではいつも線画をブラウン 

にしているので、こうやって変更する 

ことで、事前に全体の雰囲気を確認 

しておきます。線画のレイヤーを「不 

透明度保護」にして「筆」の最大サイ 

ズで色をつけました。 

線画をブラウンに変更 

します。キャラクターは 
これで一段落です 

背景を描きます。一番上段に新規レ 

イヤー「flower」を作成します。今回 

のイラストはキャンバスに花を詰め 

込む予定なので、一番前面にありま 

すがこちらのレイヤーがイラストの 

背景になります。 

[H 「一^ rough 
1^4透常 100K 

ffower 
51常 
m% 

other 
通常 
m% 

①一番上段に新規レイ 
ヤー「flower」を作成し 

ます 

フイti一秘ウィンド 

醜レ务C柏-)他 
賴ペン入請 
怖HU/ィ中しセ， 
H ヤーを 

レ作-姆㈤ 

困枝を战包D 

贿S谢咖こ[卿 

GlrhF. All+Ofrtele 

レ(ヤーをS右反li 
レ{ヤ•を上下反II 
レイv-有反|马奸m\B\n 
レイヤ4柃計回nows回#i 

③最後に、『rough」レイ 
ヤーセットを選択した状 

態で、上部メニュー「レイ 
ヤー」—「自由変形jでイ 

ラストのサイズを調整し 
ます 

②服の上の花と同じ色で、舞い散る花を描き込みます 

ch>で TER 01 
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ラフ（下書き）の完成です。 

on 



「rough」レイヤーセツトの「不透明 

度」を「1096」に下げ、その上段に 

新規レイヤー「line」を作成します。 

パーツごとに分けず、このレイヤーに 

まとめて描き、線画を完成させます。 

線画は「クレヨン」ツ_ルで作成しま 

す。ブラシサイズはキャンバスのサイ 

ズによって差がありますが、「10〜 

15j くらいで描いていきます。ブラシ 

濃度が高いと線画が濃くなりすぎる 

ので、「55〜65」あたりがちようどい 

いです。 

にじみ&ノイズ：強さ「50〜65_i 

画用紙：強さ「50〜65」 

目は他の部位より細かく描く必要が 

あるので、ブラシサイズは「4〜5」に 

して描いていきます。 

「不透明度」を「10%j 
に下げます 

ブラシサイズ「1〇〜 

15」くらい、ブラシ濃度 

「55〜65j くらし、で 

描いていきます 

ITこb办& ノイズ u 強ざ 免 

画用紙 □ 制 64 

混色 

水分量 
色延U 

□不通明度S維持 

ブラシサイズは細め、 

D H D 

函0 

rough 

line 
通常 
100K 

通帘 □ ▲ 

ブテンサイズn_D 
最小サイズI_ 

ブラシ濃度 

it 

0S 

ウレヨン 

/ 

CIHA'SER ■m 



ブラシサイズを「10〜15」に戻して、 

顔のラインを描きます。 

線画に強弱を付けながら、体とス 

カートのシルエツトだけざつくり描き 

ます。 

ドレスの裾を描きます。フリフリのド 

しスなので、線が一定にならないよ 

う気をつけて、強弱を付けながら描 

写します。 



風がドレスをなびかせているように 

プリーツを描きます。 

足を描きます。ドレスより足が前に出 

ているので、線画が重なる部分は消 

しながら足の線画を描いていきます。 

今 

①線画が重なっているドレスの裾を消します 

ch>で TER ■m 
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髪を描きます。私は髪を描くたび線 

画に強弱を付けることを忘れがちな 

ので、みなさんも注意して描いてくだ 

さいね。ラフの時と同じく髪用の新規 

レイヤーを作成して髪を描画したあ 

と、「line」レイヤーと結合します。 

②なびかせている感じが出るように後ろ髪も描いていきます 

③束ね髪と髪筋を描き込みます 

chAPTERol 



上半身の服を描きます。線画段階で 

シワを描写すると、影を付けるときに 

邪魔になるので、線画の情報量は少 

なくしています。 

最後に、手と、先ほど描き残してい 

た足先を描きます。普段は線画作 

成の途中でガイドライン的にラフを 

ざっくり描いています。新規レイヤー 

「「〇ugh2」を作成し（こちらのレイ 

ヤーは手足を描いたあと削除しま 
す）、本番用の手足のラフを描きます。 

「l〖ne」レイヤーに戻って手足の線 

画を描き込みます（線が重なる部分 

は消しながら描いていきます）。 

0 
[71 

rough2 
ii常 
繼 

(±J 

□. 

line 
通常 
100% 

H B sf 
1_1 10M 

新規レイヤ ーrrough2j 
を作成します 

そ 

ノノ H 
し芒 

n\ 

ソメ 
や 

p 

i. 

I % 

A 
〆こ 

// 

z z 
本番用の手足ラフを描いたら、レイヤー「rough2jの「不透明度Jを「10%」に下げて、「line」レイヤーに戻り、手足を描いていきます 

ch>で TER 01 
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IB 線画の完成です。私は線画の段階では髪の毛やシワなど 
あまり描写しないぼうなので、シンプルな線画になります 〇 

chAPTERol 
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シワの描き方 
今回の衣装は長袖ではありませんが、袖にシワを 

付ける作業が好きなのでテクニックを紹介します。 
Chapter03で解説するイラストの衣装の袖にもこん 

な感じでシワを付けました。どこを基準にシワを付けて 
いけばいいか難問ですが、下の赤で示したガイドライ 
ンと腕が曲がる部分を基準に付けていくと簡単に描け 

ます。この方法が正解というわけではないですが、シワ 
で困ったときはこの方法でやってみましよう。 

曲げる部分を基準に線がだんだん広がる感じでガイド 
ラインを描きます。 

前腕のシワは少なめにします 

ガイドラインを参考に、整えながらシワを付けていきま 

す。手を曲げない場合は、裁断線を基準に付けていきま 
しよラ 

シワは全体的に少なめに付けます。自分や他人の服に 
付いたシワの写真などを参考にデッサンすると、シワを 
どう付けていけばいいか自然とわかるようになっていき 
ます。 



yi 

CLIP STUDIO PAINTに移ります。 

CUPは普段から使いこなしているわ 

けではないのですが、他のソフトに比 

ベて下塗りが便利なのでここで利用 

します。 

»1 nmmrtm ，-nni_ 

背景が透過状態では作業がしにくい 

ので、白く塗りつぶします。 

②カラーを白にして、上部メニューから「編集」「塗りつ 
ぶし」を選択します 

國 

r' 

/T 

rv 

SAIで作成した線画のファイルをCUP STUDIO PAINT 
で開きます 

格妄レイヤ-^ご 
常 100 

k M10\通常 ,r ® rough 

圃 

①非表示にしておいた 
「rough』レイヤーセツ 
卜は一番上段に移し、 

一番下段に新規レイヤー 
rbackjを作成します 

V /^\\\ / 

"V 
二で ノ 

( 

OT景を白で塗りつぶしました 

「line」レイヤーの下に新規レイヤー 

「hair」を作成します。「hair」と名 

付けましたが、メインとなるパーツの 

名前を付けただけで、隣り合わない 

~ツも同じレイヤ~^こまとめてい 

ます。私のパソコンはスペックが良い 

ほうではないので、レイヤーが多い 

と操作が重くなるため、レイヤーは 

できる限り少なめにしています。 

r rough 

SS10 
小III line 

新規レイヤー「hahを作 
成します 

ohAT3TER 01 
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「hair」レイヤーに「Gペン」で、線画 

が閉じられてない部分をふさぎま 

す。このあと灰色で内側を塗りつぶ 

すので、ペンのカラーも灰色にして 

おきます（ペンの設定は基本のまま 

で大丈夫です）。 

(Dペンのカラーは灰色に 

②閉じられていなしヽ部分をふさぎます 

「塗りつぶし」ツールで灰色に塗りつ 

ぶします。 

①「塗りつし」ツール 

の設定。ここの設定は 

重要です 

②「塗りつぶし」ツールで塗れなかった隙間は、あとでまとめて 

埋めるので気にせず塗っていきます 

③髪と離れている部分にも色を付けます 



B 髪、服、ホワイト、肌別にレイヤ_を 

作成し、レイヤーを変えながらバー 

ツ別に塗りつぶします。 

普段はこのようにレイ 

ヤーを分けています 

はみ出している部分を「消しゴム」で 

消し、「Gペンjで塗りつぶされなかっ 

た細かい部分を埋める作業をしま 

す。他レイヤーは非表示にしておき 

ます。 

®rhai「jしイヤーから作業していきます りつぶしていきます _パーツ塗りつぶしました 
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SA Iに戻り、下塗りを進めます。 

「rough」レイヤーセツトを1つのレ 

イヤーにまとめたいので、「レイヤー 

セットの結合jをクリックします。先 

ほど作業した下塗りレイヤー（「hair」 

「c丨〇thes」など）を選択したまま 

「不透明度保護」にチェックを入れ 

ます。すると、レイヤーに「保護」と表 

示されるようになります。 

□ H □ □1 

0窗落S | 
_ Qす レ4n iook 

囡 n 
back 
ii常 
10OK 

n 
line 
通常 
100K 

\M 

In 

hair, 
ii常 
IfYiW 

①「下のレイヤー結合」を 
クリックします。1'back」 
レイヤーは必要なくなっ 

たので削除します 

画_幼果 
含成モート'' 通芾 
不通明度 
B不通明度保謹！ 
□下®レイヤ-でうリッヒツケ 
領域検出元に指定 

m% 

s |hair 

,10OK保護 

②「不透明度保護jに 
チXツクを入れます。す 
ると、「保謹」と表示され 

ます 

「スポイトJツールでラフから色を 

取ってきて、下塗りレイヤーのパー 

ツに色を付けていきます。各下塗り 

レイヤーは、ブラシサイズを最大に 

した「筆Jツールで直接塗りつぶしま 

す。この作業を他レイヤーでも繰り返 

し、全パーツに色を付けます。 

II I loos fSIS 

麂n益hes LJL_J100?¢ 保護 

②レイヤーごとに色を付 

けます 

while 
通常 

skin 
通常 

メ 

①「スポイト」でラフから色を取ります 

於 

トン 

巧、、 

ch>で TER 01 
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「line」レイヤーの合成 

モードを「乗算」にし、「不 

透明度保護」にチェック 
を入れます。 

鼠 

D困材効果 

合成モード' m I 
不透明度 101 

ki不读明度促調 
□下のレイヤ-でクW方' 
0領域検出元:(こ指定 

□ 

§ 

D [ 

m a 

BI せ1 ^ ■ I rough 
kis 
J100K 

line 
桑S 
|i s保護 

少し濃いブラウンに 

「line」レイヤーにも「不透明度保 
護」にチェックを入れます。カラーを 

少し濃いブラウンにして、「筆」で直 

接色を塗ります。線画の色はブラッ 

クよりブラウンのほうが線が柔らか 

く見えるので、私はいつもブラウンを 

使用しています。 

少 

新規レイヤー「eyes」を作成して、目 

に色を付けます。私は普段から、目の 

レイヤーはいつも髪レイヤーの下に 

作ります。 

d 

S 
□ 

hair 
JJ私 

100K保護 

eyes 
通常 
100K 

clothes 
通常 
1005S保誘 

「hair jレイヤ_の下に 

「eyesjを作成します Z1 

chAPmR 0! 

0 
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これで下塗りは終わりです。次は下 

塗りにグラデーシヨンを付ける作業 

をします。 

CLIP STUDIO PAINTマスキングのいい 

とこる 
CLIP STUDIO PAINTの「塗りつぶし」は、線画が途 
中で切れていても外にはみ出すことなく塗りつぶすこと 
ができます。 

左：塗りつぶす前（線画が途中で切れています) 

右：「塗りつぶし』ツールで塗りつぶした結果 

{HMlサプノ-ル!:nぶしj 

酵ji”ぶし 

钃実レィヤーめみ#照 

mm 
他レイ装 

回って逄る 

連リ筠し部分ヒ暹る 

115 i ツールプ£3バTィ【齙レイヤ 
他レfヤー在#照 

I 

し ノ膝梯ビク七ル為ftどる 

V微挪_ュ爲， 

ベクターの申心1%て，潼リ止まる 

不这明度 

7ンチェずリ了ス 

同じ結果を生み出 
すためには、『隙間 
閉じJ「色の誤差」 
の設定が重要です。 
隙間閉じは一番右 
側（一番色が明るい 

ほう）に設定、色の 
誤差は「20」 



M 

说住を！|丨s〜ソ任^it 
色は、彩度の低いオレンジに設定します。個人的 
に肌につける色はピンクよりオレンジを好んで 

使っています 

ぐ—、 

C刊スチヤなし】 

19 

18 

…レI_1^ ^ し、，」、1_/ 

びも同じく「15〜20」に 
設定し、ブラシ濃度は「4 

〜6」にします 

グラデーシヨンを付けていきます。 

ここでは全レイヤーに「不透明度保 

護」をチェックしたまま進めます。 

通常 

I小サイズ 

fラシ避度 

福 ■1 マ^■fy- 

•ク 
xl D 300.0 

〇ズ 

【通常の円形】 
「マーカー」を選択して、 

「skinjレイヤーに移り、上の画像を参考にオレンジ色を付 
けてください 
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ラフから色を「スポイト」で取ってき 

て、「マーカー」でざっくり色を重ね 

ていきます。それから「エアブラシ」で 

水彩のように塗っていきます。 

①「マーカー』で色を塗り重ねていきます。ここではブラシ 

形状を「にじみ」で描いています 

通常 

プラシサイズロ| ■■■ 100.0 

最小サイズ ；_olj 

ブラシ濃度 34 

【通常の円形】 ̂ 園:強さ 

【テクスチャなし】扁 

混色 _50] 

色延U ~?〇1 

②「エアブラシ」で上に色を重ねながらぼかします。本物の 
水彩のように表現することが重要です 



ドレスの下の空間も同じ方法でグラ 

デーシヨンを付けます。他のパーツ 
にもこの作業を繰り返してグラデー 

ジョンを付けてください。 

①ドレスの下の空間にグラデーションをかけていきます 

④グラデーションの完成です 

chAPTERol 
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目を描いていきます。まず瞳の上部 

に濃い色で影を付けます。紫色をメ 

インに、色を変更しながら重ねてい 

きます。宝石のような目を描くので、 

色をたくさん使ってなるべくぼかさ 

ずに描きます。この過程でぼかすと 

宝石のようにはなりません。 

①瞳の上部に濃い色で影を付けていきます 

②赤で示した部分のように、三角形を描き込みます 

「eyes」レイヤーの上段に新規しイ 

ヤーを作成して「下のレイヤーでク 

リッビング」にチェックを入れます。 

合成モード「乗算』にし、「マーカー」 

でグラデーションを付けて暗くした 

あと、レイヤーを「下のレイヤーと結 

合」します。 

U画材幼果 
1^. 
〇 成モ乗H 

不通a月度 

□不通呆S 

下のレイトで，;tvr 
令_出元に指定 

□ © D 

m% 

□ 

□LlHh 

n, 
ling 

雖 
100K 保 _ 

门 

halt 
ii常 

レイや—1 
雖 

^ tOOK 

门 

eyes 

100K保諾 

0M規レイヤーを作成し 
て合成モード「乗算jにし 
ます 

CIHA'SER ■m 
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「フィルタ」—「色相•彩度」で瞳の色 

を好みに合わせて調整したあと、八 

イライトを描き込みます。 

色相•彩度 

fNt白 -2¢ 

格ンAS 

RBP^F c 
u™j=l 

0ブレビュー 

u 

II 

①『フィルタJ —『色相_彩度』で瞳の色を調整します 

②八イライトを描き込みます 

「けne」レイヤーの上段に新規レイヤー 

「Highlight」を作成し、瞳の色より 

彩度の高い色で菱揭を描きます。菱 

形の真ん中に枠線の色が少し見える 

ようハイライトを描き込んで、明度を 

調整します。 

②瞳の色より彩度の高い色で菱形を描き、 
えます 

③途中で全体像を確認しながら描いていきましよう 

①「line」レイヤーの上 
に新規レイヤー「High 

liahtjを作成します 

③枠に色を少し残しておいて白色で八イライトを描き込み 
ます 

chAPTERol 
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色を変えながら八イライトを描き込 

みます。キャンバスを縮小して確認 

しながら、これくらいが適度にキラキ 

ラしてきれいだと思ったところで八イ 

ライト入れは完了です。 

瞳の色をもう少し青に近く調整し 

て、ここで気が変わってまつげの色 

は白に変更しました。白くすると目の 

印象が薄くなってしまうので、まつ 

げの線を濃くしていきます。「linejレ 

イヤーに移動して「投げ縄」ツ^-ル 

でまつげ部分だけ選択します。Ctrl 

+ Cでコピーし、「eyes」レイヤ^~の 

上段にCtrl + Vで貼り付けして仮レ 

イヤーを作成します。不透明度を調 

整したあと「eyes」レイヤーと仮し 

イヤーを結合します。こうすると線 

画がもう少し濃くなります。それから 

「line」レイヤーの「不透明度保護」 

チェックを外して、まつげをもう少し 

描き込みます。 

①瞳の色を少し青く調 
整し、まつげの色を白 

に変更しました 

a画柯劝果 
合成トド通常 層 
不通明度 4订■ 

□不速A腊保諸 
□下のレイヤ—で妙;rw'1 
0領域検出兩こ推定 

Q Q D 

卺圈a 
Rnn^eh 

□ 

BD 

□[b 

Hiehlieht 
iiSt 
i晒 

line 

I hair ar i'^ 
OLaIio姐保蓮 

4* Q, Q 

ticket b€^a> 

接 搾 

3 /10 , 

Asrvl 

アンチェセ 

:Z:「line」しイヤ—(こ移 

動して、「投げ縄jツー 
ルでまつげ部分だけ 
選択してコピーしたら、 
「eyes」レイヤーの 

上段にペースKその 
後「下のレイヤーと結 

合jします 

_ I 
レイヤ' 

45K 

gnu 

crprs ■m 
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①「eyes」レイヤーの下 

段に新規レイヤーを作り 
ます 

£3 
②肌の色より薄い色を選択します 

白目を目立つ色に変更するとこんな感じになります 

(^) 

n 
eyes 

10⑽保證 

1囡 レイV一 1 J1常 
100K 

n 
clothes 
伊 

wok am 

③「エアブラシ」で白目を描きます 

¢3画材5Jb果 
合成モード索笪 

不透明度 

I不澍腋保誰 
U ヒツゲ 
領域検出元に指定 

Q 0 Q 
卺1國3 

□ 
100黑 

U 

门 
-V rough 

通常 
m% 

：I±J 

门 

Highlight 
雕 
100% 

0 

une 
mm 
100K 

1 

lhair 
通常 

j腿保護 

③「line」レイヤーの「不 

透明度保護」チエックを 
外して、まつげを描き込 
みます 

「eyes」レイヤーの下段に新規レイ 

ヤーを作成し、肌色より薄い色を選択 

して「エアブラシ」で白目を描きます。 

〇バ 



②白目に「エアブラシ』で影を付けます 

;:^ P 

^ 0, 〇 f) / 5 

50 

②「エアブラシ」ツールで、囲みのところに色を付け 

ます 

: 
r 

黄褐色を選択して、白目に「エアブラ 

シjでまつげから落ちる影を付けたあ 

と、「eyes」レイヤーと白目を描いた 

仮レイヤーを結合します。 

CD黄褐色を選択します 

瞳の色と同じ色で、瞳の線画の下半 

分に「エアブラシ」で色を付けます。 

% 

□ 

謹 

刈不通明度〖呆諸 
□下®レイトでりリッヒウケ 
領域検出元に指定 

D © □ 
® ® a 

□ 

Hh' P 
1__ILfcfitAJ iook 

n 
High light 

100K 

：f7] 
line 

1005S保護 

①f line jレイヤーの「不 

透明度保護」にチェック 
を入れます 

瞳の完成です。縮小してバランスを 

確認します。 

8 

〇 己 

CIHAPrs ■m 
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リボンを描きます。レイヤーセットを 

作成して、セツトの中に新規レイヤー 

「flower」「ribbon」を作成します。 

「rough」レイヤーを表示させ、不 

透明度を「12%」に下げます。 

II:—喊Iは“ 
gi靡h 

□ 
Highlighl 
通常 
1005fi 

S Bii* 
1ZJ 1005S 

s 

nl 

nl 

ribbon 
追常 
10DK 

flower 
通常 
100^ 

line 
_结 
1005i 

ベ/\ 

lL 
「筆」でブラシの形状を「平筆」に変更 

して、「強さ」はnoojに設定します。 
通常 □ 

最小サイズ 

ブラシ濃度 

平筆 ^Bl 
【テクスチャなし】 

「ribbon」レイヤーに、とりあえず黒色 

でリボンのシルエツトを描画します。 

chAPTERol 
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「ribbon」レイヤーの不透明度を下 

げて、リボンと髪の毛の重なる部分 

を消しゴムで細かく消したあと、不 

透明度を戻します。 

画します。 

crprs ■m 
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②練習で花に影を付けてみました。真ん中には黄色で花の柱頭 
を描き込みます 



花のシルエットを、色を変えながら描 

き込みます。 

s> 

ベ 

ぐ 

白色の花も描く予定ですが、白でシ 

ルエツトを描くと見づらくなるので、 

白の花を描く新規レイヤーを作成し 

て黒色で花のシルエツトを描画し、 

明度を調整することで白い花に変え 

ます。 

n 

n 

ribbon 
通常 
100M 

white 
通常 
II瓶 

flower 
通常 
100S 

/ % 

M 

chAPTERol 

0^9 



¢2逃の部分に選択範囲が作成されます 

花【こ枠線ができます 

しし でPhotoshopに移ります。 

「white」の上段に新規レイヤー 

「white」inejを作成します。赤で 

囲んだ部分を「Ctdjキーを押しなが 

らクリックすると、花の部分が点線で 

表示されます。 

Normal* v Opacity! !C0cg p 

□ / + Q 味 ion 

①「Ctrbキーでクリック 

病 
H ¢3 h Eight 

*マ 

寒 

iJD_ 
I | whKi& 霸 

n 
We： へ 

ュ19 

編集（Edit) メニュー—「境界線 

(Stroke) jを選択し、次のように設 

定したらr0K」を押します。 

File [Edit j I mage Layer Select Fifter View Window 

Shift+CW+Z 

Undo 

Step Forward 
Flow: 

f 

r： 

イ Step Backward Ctrl+Z [ 

Fade … Shfft+Ctrl+F 

Cut CtrkX 

Copy CtrkC 

Copy Merged Shift+Ctrl.C 

Paste CtrkV 

Paste Special ¥ 

Clear 

Check Spelling... 

Find and Replace Text... 

R!L Shift+F5 

■ i innm 
Content-Aware Scale Alt+Shift+CtrkC 

pypp^t Warp 

Free Transform CtrkT 

Transform ► 

Auto-Align Layers... 

Auto-Blend layers... 

04 0 
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リボンにも色を付け、一段落です。 

次の章からは、影付け段階へ進みましょう。 

04 ! 





CIhapter 02 
明暗を付け、ディテールを描き込む 



明暗を付け、ディテールを描き込む 
Chapter02では、弓Iき続きSAIを使って各パーツごとに2段階の影を入れ、ハイ 

ライトや反射光を追加。明暗を付けることで、平面的な状態の絵に立体感を持 
たせます。その後、装飾や髪の毛など必要部分のディテールを描き込み、全体 
のバランスを見ながら気になる部分に調整をかけて作品完成となLJます。 

パーツごとに影を入れていきます。 
まずは、作業をするパーツの塗りの 

前面に影付け用の新規レイヤー「s_ 

shadow」を作成し、「下のレイヤー 

でクリッピングjを適用します。私は 

普段、最背面のレイヤーから作業を 

していくので、今回もレイヤーパレッ 

卜の最下段にある「skin」（肌）レイ 

ヤーから作業します。 

n 
ij 

1， 

1/ 

n 
5 

s shadow 
if常 
1G0K 

□画材効果 

含成モード\m 
不透明度 

ゾ下のレ什-でりリッヒッデ 
银域枝出?1：[■:指定 

①パーツを塗り分けたレ 

イヤーの前面に影付け 
用の新規レイヤーを配s 

します 

□ 
m%\ 

②影付け用の新規レイ 
ヤーに「下のレイヤーで 
クリッピング」を適用しま 

した 

m 

着彩前に、ブラシの設定を確認して 

おきましよう。私の場合、細かしヽ部分は 

「筆」、それ以外の部分は「マーカー」 

を使って描画しています。 

筆jの設定 

歷 

プラシサイズロ 

最小サイズ 

ブラシ濃度 

□ ▲龜龜 
10 24,0 

0X 
87 

【通帟©円形】 91 

【テクスチャなし】 _ 

「マーカー」の設定 

通常 

ブラシサイズ□ 

最小サイズ 

ブラシ濃度 

【通®®円形】 

XI 0 23.0 

OX 

【テクスチやなし】 

混色 

色延U 
〇詳細設定 

描画品質 

_郭®硬？ 

最小漉度 

最大漉度筆圧 

筆圧硬台■軟 

76 

13 

18 

〇] 
〇1 

100% 
—10〇1 

筆圧:@溏度0サイズ@混色 

clHAPrERo2 
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影にぼかしをかける際は、「筆」を py]「ぼかしJッ—ルの設定 

ベースに設定した「ぼかし」ツールを 

使います。特別な処理がない限り、 

影付け作業は前述の「筆Jと「マー 

カー」、そして「ぼかし」の3つのツー 

ルを使い分け、ブラシサイズ以外は 

設定を変えずに描き続けます。その 

ほか、ブラシ濃度を適宜変更しながら 

「エアブラシ」と「消しゴム」を使うこ 

ともあります。 

通常 □ ▲鱼 
ブラシサイズ xlD 70.0] 

最小サイズ ■■g 

ブラシ滬度 10011 

_常®円}fl □ 

【テりスチVなし】 

混色 1000 

水分量 i 1000 

色延U eol 
□不透明度を維持 

ぼかし筆 ioon 

最初は顔から、「マーカー」で影を付 

けていきます。「マーカー」は、下の 

図のようにブラシ先の色が薄く伸び 

て少し先が丸くなるので、影のスト 

ロークを描いた後、「消しゴム」で影 

の先を鋭く整えます。 

左：「マーカー」の筆跡 
右:「筆」の筆跡 

メ ①「スポイト」を選びます 

②ラフから影の部分の色を取ります 

③「マーカー』で影を付けていきます ④「消しゴム」で影の先を削りながら描き進めます 



通常 

ブラシサイ 
最小サイズ L 

ブラシ濃度 0 

【通芾の円形】 

【テクスチやなし】 

ox 
52 

□ 
□ 

H 2 
ズ□ X1JQ 100.0 

髪の落ち影を描いたら、「筆」で眉毛と 

まぶたにも影を入れ、「ぼかしJで若干 

ぼかします。さらに「マーカー」で顔の 

輪郭を描き込みます。 

体にも影を付けていきます。顔部分は 

細かく描きましたが、体の影は「マー 

カー」でざつくり付ければ0 Kです。色 

は変えずに進めましよう。リボンと服 

から落ちる影は濃く塗ります。 

铅壤 m 水彩_门 
/ / 

i-n- WulL]mmy mmm. 
m m 

「消しゴム」の設定 

消しゴム 

# 
2imy 

^ ノ 

ブラシサイズP(B_ 

最小サイズ1 

ブラシ濃度 

□ 
属 

90-0 

0% 
49 

【通常の円形】 ~BI 
[テクスチ喊し】 HI 

鉛幸 I7TO幸 水彩筚门 
「エアブラシjの設定 

②「消しゴムjと「エアブラシ」も併用しながら、上半身に 

肉付けしていきます 



②「マーカー」で足部分の影を塗ります ③少し塗り進めた状態です 

chAprERo2 
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①「筆」で足指まわりの影を塗ります ②足裏まで塗り進めていきます。ブラシ濃度を「40〜50」 
にすると、このように柔らかい感じで陰影が表現できます 

04 5 



Ill服のシワ付け作業に人ります。ここで 

I IIはまず袖の白い部分から。ベースの 

塗りの前面に新規レイヤーを作成し 

て「下のレイヤーでクリツビング」を 

適用します。そこに「マーカー」でざつ 

くり影を塗ります。 

w shadow 
ii* 
m% 

□L 
s 

skin 

white 

loS im 

s shadow 
il常 

.100^ 

①新規レイヤー「w„ 

shadow」を作成し、「下 

のレイヤーでクリツピン 

グjを適用しました 

②「マ—力—』で袖の白部分に影を入れます 

E「筆」で胸の下のシワを描きます。背 

中の部分は肌の影に合わせて影を 

付けます。続けて袖の凹凸やフリル 

のシワも描き進めます。 

①胸の部分と背中の紐に影を塗ります 

③ビューを回転させつつ、リボンから落ちる影を「筆』で描 

きました。袖の下の部分もざつくり影を塗ります 



④「筆」で袖の凹凸を描き進めます ⑤「消しゴム」で形を整えながらシワを表現します 

05 
ある程度描けたら、クイックバーの 

「ビューの回転角度をリセット」で 

キャンバスの角度を元に戻し、画面 

を縮小してイラスト全体を表示させ 

ます。その状態でバランスを確認し 

ながら陰影を整えます。 

0^0 



VVX 

①新規レイヤー「C _ 

shadow』を作成し、「合 

成モード：陰影」に設定 
しました。さらに「下のレ 
イヤーでクリッピング丄を 
適用しました 

②「c—shadow」レイヤー 

を *11材効果:水彩境界」、 
「幅:3』に設定しました 

^yes 
IS moss 
c shadow 

1005(効果 

Rothes 
g常 
moss保誰 

w shadow 
:s~也 

ドレスに影を付けます。手順はこれ 

まで同様、パーツの塗りの前面に影 

用の新規レイヤーを作成して塗って 

いきます。ドレスの塗りはグラデー 

シヨン状になっているため、描画した 

影が沈まず効果的に見えるよう、影 

用のレイヤーを「合成モード：陰影」、 

「画材効果：水彩境界」に設定しま 

した（合成モードはあとで通常に戻 

します）。なお、「水彩境界jは、A4サ 

イズ基準で「幅： 2〜3」程度が丁度 

いいです(顔を大きく見せるイラスト 

は「幅： 4」をおすすめします）。 

設定が済んだら「筆」でドレスのプ 

リーツを適当に描き込み、まずはス 

力一卜の流れをわかりやすくします。 

D画材効果 

用紙营感【营感なし】 

画材効果水彩境 界 コ 
•1 31 強？100 

含成モードPi影 

不透明度 
a 

m% 

n 

ノ, 

i： 
k 卞 

chAPIERo2 
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腰部分に「エアブラシ」で影を付け、 

プリーツの線画からはみ出さないよ 

う「消しゴム」で不要部分を消去し 

ます。 

通常 LJ [ftJA A ■ 

ブラシサイズ□ xiJD 300.0 

最小サイズ __0%} 

ブラシ漉度 50 

①「エアブラシjを選び、 

「ブラシサイズ: 300」に 

設定しました 

②腰部分に大きな影を描きました 

③プリーツの線画からはみ出た部分を消します 

「筆」で陰影を塗り込み、「消しゴム」 

で形を整えながらシワを描画してい 

きます。影の境界に浮き出ているラ 

インは「水彩境界」の効果です。 

①元の影の状態です 

②図中央の凹部分（シワによってできた影）の周りを消し ③②の隣に、シワによってできた影の部分を増やしました 
ゴムで消して、凸部分を明るくしました 



さらに消しゴムで消した凸部分と影 

色を塗り重ね、シワの凹凸を表現し 

ていきます。 

①消しゴムで消して、さらに細かい凹凸を表現しました ②着彩部分を引きで見て確認します 

水彩境界の効果的な使い方 
レイヤーに「水彩境界」効果を入れると、描画部分の輪 

郭が濃い色で強調されます。名前の通り、水彩感が出 
せる機能で、私はすべての陰影用レイヤーにこの効果 
を入れています。「幅_)で輪郭のサイズ、「強さJで輪郭 
の明度が調整可能です。 

□画材効果 

用紙貿恝 【質®なし】 □ 

画材効果 水彩境界 □ 

誦 3強S100 

含成モ—K 通芾 □ 

不通0月度 

「水彩境界」:の設定で 
す。普段はA4サイズ 
を基準に幅f3」にして 
います 

『水彩境界jなし 

「水彩境界」を入れた後 

4 



色塗り段階でシワを付ける方法 
カラーイラストの場合、私は線画の段階では服のシワ 

を描画しません。線画の段階で描いた場合、色塗りの 
段階で自由にシワを描画できないためです。シワを塗り 
で表現する方法を簡単に説明します。 

②下部に濃い色でグラデーションを付けます（光の方 
向は上、下から光が入ってくる場合は上部に付けます) 

③影が落ちる部分から描画します 

④『筆Jのサイズと濃度を調整しながら細かいシワを描 
き込みます 

⑤「消しゴム」でシワの流れに沿って消去します 

⑧「筆」で描き込み、『消しゴム」で消す過程を繰り返し 
ながら立体感を加えると完成です 



09 
腰部分のシワを入れ終えたら、ス 

カート部分のプリーツを描き込みま 

す。「筆』を「ブラシ濃度：70〜80」程 

度に設定し、大きなひだの明暗や、服 

から落ちる影を描き込みます。スカー 

卜の裏地に塗りはみ出しても、ひとま 

ず気にせず描いていきます。 

鉛笛 水彩雄=ni r / ?令 mmy透択消l # m 
パケシ 2my 

i0 ク □ 
[聯 〇| ▲ 龜墨國 

ブラシサイズo x t JD 200.0 

最小サイズ 〇戈 ①「筆」の「ブラシ濃度」を 

bラシ漉度 E J3i|— 70〜80程度に設定しま 

【通常の円形】 □ した 

1【テウス?ゃなし】 

②陰影を描いてプリーツを表現します 

③裾部分の落ち影も追加しました 

大きな影を描いたら、「筆」を「ブラシ 

濃度： 50〜70」程度に下げて細かい 

シワを描きます。花から落ちる影も 

加えました。 

iiffi |□▲廬纖 B 

最小サイズ 

I"ブラシ;港度 

xl D 65.0 

OS 

51 

①「筆jの「ブラシ濃度」を 

下げました 



スカートの裏地部分を塗っていきま 

す。まずは、スカートの花部分を塗っ 

たレイヤーが入っている「set」レイ 
ヤ_セットを非表示にします。次に 

線画のレイヤー「line」を選び、「自動 

選択」ツールでドレスの裏地部分に 

選択範囲を作ります。 

□[ 
f#,3 rough 

51常 
m% 

□ 

Highlight 
il常 
10 OK 

H Q ia« 
1 1 m% 

N line 
mm 
100K 

囹 
n 

eyes 
ii常 
1005fi 

|口 
c shadow 

mm 
100K効里 

囹- 
□ 

clothes 
ii常 
100% 

① 「setl』レイヤーセツト 
を非表示にしてスカート 

裾の花を隠しました 

② 線画に沿ってスカー 
卜の裏地部分に選択範 
囲を作るため、「line」レイ 

ヤーを選びました 

「自動選択』ツールを選択 

領域検出モード： 
〇透明部分〈楢S) 

_适明部分(あいまい） 

色差が範囲内®部分 

遠明とみなt齙团 ±〇 

II域検出元： 
E1作業レイト_ 

_検出元(こ指定したレイやU 

〇キVンパス 

3アンチエイリアス 

「自動選択」ツールを「領 
域検出モード:透明部分 
(あいまい）』、「領域検 

出元：作業レイヤーJに 
設定しました。検出元は 
選択中の「line」レイヤー 

(線画)になっています 

⑤スカートの裏地部分を順にクリックして選択範囲を作 
りました 

裏地部分の選択範囲を維持した 

まま、先ほど服の影を塗った「C_ 

shadow」レイヤ_の前面にある 

「eyes」レイヤーを選び、適当な色 

で塗りつぶします。その後、「不透 

明度保護jを適用してドレスのベー 

ス色で塗りつぶしておきます。なお、 

「eyes」は瞳部分の着色用に作成 

したレイヤーですが、スカートの裏 

地とは位置が離れていて塗りが干渉 

することがないため、流用しました。 



裏地部分を塗りつぶした「eyes」レ 

イヤーの上段に影塗り用の新規レ 

イヤーを作成し、「下のレイヤーで 

クリッピング」を適用します。続いて 

「筆」で服の落ち影を描きます。裾の 

フリフリ感は「マーカー」などでは表 

現しにくく、「筆」でシャープな輪郭 

を付けています。 

»_JI 

1 iLl^ 
ii常 
mo% 

囹 
1^1 

e shadow 
m 
10OH 

eyes 

m% irn 

令 c shadow 
ESiK 
100K 

clothes 

①裏地部分に影を塗 
るため、新規レイヤー 
re-shadowjを作成し 

ました 

②「消しゴム』ツールで形を整えながら、「筆jツールでプ 

リーツを描き込みました 

ドレスの表地と裏地の素材感に差を 

感じられるよう、「フィルタj メニュー 

—「色相•彩度」で裏地の影色をベー 

ジュ寄りに調整しました。続いて、先 

ほど表地の影レイヤーに設定した 

のと同じように、裏地の影レイヤーも 

「画材効果：水彩境界Jに設定しま 

した。 

色相■彩度 〇 

色相-3-— 

^ -S- 

@ブレ匕1一 

裏地の影を塗った「e_shadowjレイヤーに「『色相-彩 

度」を適用しました 調整後の状態です 



髪以外の全パーツに1段階目の影を付け終 

えました。なお、設定し忘れていた袖の白い 

部分の影レイヤーも、ここで「画材効果：水彩 

境界Jに設定しておきました。 

髪の毛以外の「1影_!を塗り終えました 



髪に影を付けていきます。ここでは 

まず、前髪に付ける予定の花飾りを 

先に描いておきます。使用ツールは 

「筆」で'ChapterOlでドレスの花 

を描いたときと同じ「平筆」に設定し 

ました。 

「flower」レイヤーに花飾 
りを描画します 

/ 「筆」の設定 

|1通常 BI ▲ 
ブラシサイズ 1 es.ol 

最小サイズ ~0X1 

ブラシ漉度 100) ③「ブラシ形状の選択： 

I平筆 □ m too 1— 平筆」、「強さ：100』に設 

「【テりスチぬし】 □ 正しまし7こ 

花飾りをシルエットで描きました 

髪の塗りのレイヤー「hair」の上 

段に影付け用の新規レイヤー「h_ 

shadow」を作成し、「下のレイヤー 

でクリツビング」を適用します。続い 

て「スポイト」でラフから髪の影色を 

取り、影を描きます。 

(^1 
n 

line _S 
100S 

卜， h shadow ii常 
10OK ノ 

hair il* 
m% 

卜 
e_shad 刪 

①影付け用の新規レイ 
ヤーrh_shadow」を作 
成し、『下のレイヤーで 
クリッピングjを適用し 

ました 

②『スポイトjでラフから髪の影色を拾いました 

③髪の毛の影を描きました。ツールは「筆』で、設定は影 

付けの工程の冒頭で紹介したものと同じです 



ラフレイヤーの表示/非表示を繰り 

返して見比べながら、引き続き「筆J 

で影を付けていきます。 

①髪の内側と、髪と髪が重なって影が落ちる部分に陰影 
を付けました 

②「マーカー」で向かって左 

側の髪を塗りました 

画面を拡大して「筆」で細かく陰影を 

付け、髪に立体感を加えます。 

I 

「フィルタJ メニュ^--^「色相，彩度」 

を適用し、影色を整えます。ここで 

は、ブルーの色味が少し紫寄りにな 

るように調整しました。 

clHAPrs.o2 
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これで1段階目の影付け（1影）が完了です 



効果的な影色の選択について 
ベージュの髪になぜ青で陰影を付けるかという理由 

は説明しにくいですが、イラスト的な存在感を加える 
ため、と言えばいいでしようか一…ベージュに濃い 
ベージュを塗る行為は、リアルに縛られているイラス 
卜だと思います。「このイラスト、色の使い方が面白い 

な一」と感じられる絵を描きたいので、毎回ベースの色 
と違う色を試しに塗っています。 

肌色に薄グリーンの陰影を付けた例。服の裏地が共通 寒色ベースの髪に暖色のハイライトを大胆に入れた例 
のグリーンで、照り返しのようにも取れます 

ミントベースの髪にピンクの陰影を入れた例。八イライトは虹色です 



0 

②肌の影色よりも鮮や 
かなオレンジを描画色 
に選びました 

③「マーカー」を設定 
しました 

2段階巨の影（2影）を描き進めます。 

1段階目の影の時と同じく最背面の 

肌から着手しますが、本格的な2影 

を入れる前に、ここでは元の影色に 

オレンジのグラデーションを加えて 

調整しました。「マーカー」で肩や肘 

などの関節部分、影の濃い凹凸部分 

を中心に塗り重ねます。 

1-! 
Ir 

s gradation ii常 
m% 

i^i 
n 

s_shado^ 

1005¢ 保 P 

\m\ 
skin !S黹 
100k ms 

①肌の影レイヤーfs_ 

shadow」の前面に、 

グラデーションを付け 
るための新規レイヤー 
「s_aradatioru を追 
加しました 

iiw □ [^龜墨 ■ 

ブラシサイズO細細 200.0 

最小サイズ 9%} 

ブラシ漉度 46 

【通常®円形】 〇| 

【テクスチャなし】 

混色 

色延び 

〇詳細設定 

描画品宵 

輪IKD硬さ 

最小濃度 

最穴漉度筆圧 

華圧硬#軟 

IS] 

18] 

□ 

100 

讓圧：0漉度@サイズ@混色 

chAprERo2 

④肩や肘の関節部分、凹凸のある部分などを中心にオレ 
ンジ色のグラデーションを描き重ねました 
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唇と鼻にも少し色付けします。鼻の 

影は肌の色よりやや濃い色で、まず 

「マーカーJで色を置いたあと、「筆」 

(ぼかし)で若干ぼかしをかけて表現 

しました。顔は情報量が少ない方が 

可愛く見えるので、あまり塗り込まな 

いようにしています。 

〆 〆 

②鼻部分に色を置いたあと（左）、「ぼかしJで若干ぼかし 

をかけました（右） 

マ-か 
①「マーカーJツールを選択 

③鼻の影を描きました。鼻の影色は、肌よりも少し濃い色 

にしています 

£3 

肌部分に2段階巨の影を塗っていき 

ます。1段階目の影と同じレイヤーに 

重ね塗りしますので、まずは該当の影 
レイヤ—を「不透明度保護」に設定し 

ておきます。準備ができたら、「ェアブ 

ラシ」を使って、元の影色より少し濃 

い色を重ね塗りしていきます。 

，し■ 

7] 

s shadow 

10ok保護 

①肌の影レイヤー「S_ 

shadow」を「不透明度保 

護jに設定しました 

②^画色を肌の影色よりも濃い色に設定しました 

通常 □ a 
ブラシサィズ 
最小サイズI_ 
ブラシ漉度 

fKi^<pRffa B1 
I【テクスチャなし3 □ 

I?TiV 

250.0 

0笑 @「ェアブラシJの設定 

48 

sj/ 
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@前髪の生え際付近に濃い色を塗り重ねました。先端に 
いくほど明るくなります 



n上半身や足部分にも、濃い目の影を 

塗り重ねていきます。 

4/ 

①上半身は左腕の先、肩後ろの奥側（右肩）、胸の脇など ②奥側の足、スカートから影が落ちる部分を中心に濃い 
影の濃くなる部分を中心に塗り重ねました 色を塗り重ねました 

描画色を先ほどよりもさらに濃い茶 

色に設定して影を塗り重ね、背中や 

腕などの凹凸がわかるように徐々に 

肉付けしていきます。 

①描画色を先ほどより 
も濃い茶色に設定し 
ました 

②濃い影で肌の細かい凹凸を徐々に表現していきます 



1^1②描画色をさらに濃い茶色に変更しました 

③リボンの落ち影、手の甲の凹凸、向こう側に折り曲げた 

指先などに濃い影色をなじませながら塗り進めました 

②影レイヤーを「不透明度保護Jに設定後、元の影よりも 
濃い色でシワの境界に色付けしながら描き込みました 

手の先にも少しすつ影を描き込み、 

ディテールを表現していきます。 

4, 

①手の甲に浮き出る筋部分を濃く塗り重ねました 

服にも2段階目の影を付けます。ま 

ずは白い袖部分から、先ほどの肌と 

同様、最初に少し濃い色のグラデー 

シヨンを塗り重ねます。続いて、「フィ 

ルタ」メニユ ^「色相*彩度」で影 

色を少し明るく調整。そこまで下準 

備できたら、影レイヤーを「不透明度 

保護」に設定して影を描き込んでい 

きます。 

①白い袖部分に第一 
段階の影を描いた「w_ 

shadowjレイヤーを選 

択し、「不透明度保護」に 
設定しました 

066 



■ V V J 

m 

彩度の低い色で引き続きシワを描き 

込みます。影色に少し変化を付ける 

と立体感が表現できます。ここでは、 

少し青寄りの影色を足しました。 

袖の裏地はカラーリングのポイント 

として、メインの白っぼい色とは大き 

く異なる濃いブルーで着色しました。 

仮レイヤーとして新規レイヤーを作 

成し、右側の袖のシワを塗り進めま 

す。塗り終えたら、先に左側の袖の影 

を塗った「w—shadow」レイヤーと 

結合しておきます。 

1竺 clothes 
US 
100% 

:H 
[7] 

n 
i^i 1 

j 1 

□ 

レイやH 

读S効果 
w shadow 
51黹 
100K効里 

s gradation 

m% 

①右側の袖の陰影を描 
ぐため、新規レイヤーを 
作成しました。なお、影 
レイヤーは「画材効果： 

水彩境界」に設定してい 
ます 

②先に描いた左側の袖と同じようにシワを描き進めます 

chAprERo2 
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画面を縮小し、全体像を確認しなが 

ら右袖の影を調整します。ひと通り 

シワを描いた後、左袖と同様に青み 

がかった影色を塗り重ねました。 

①時折画面を引きで見て、影のバランスを取ります 

②左袖と同じように青寄りの影色を塗り重ねました。また、 
『画材効果：水彩境界」の境界線が少し強かったため、こ 
こで調整しました 

囹 

國 
n 

C 

门 

ドレスの本体に「2影」を描いてい 

きます。まずは、「1影」を入れた際に 

「合成モード：陰影」に設定してい 

た影レイヤーを、「通常」モードに戻 

します。戻さなくても構わないので 

すが、個人的に苦手意識があり、描 

画中は影を捉えやすいように「陰影」 

モードで影色を濃くし、後で「通常」 

モードに戻して整える手法を取って 

います。 

①ドレスの影レイヤー 
rc—shadow」の「合成 

モード」を「陰影jから「通 
常」に戻しました 

c shadow 
il* 
100K保證■ 

レイヤー1 

您微， 

w shadow 

③ffl画色を濃紺に設定しました 

②「合成モード：通常jに戻し、1影が全体的に薄くなりま 
した。ここからさらに影色を塗り重ねていきます 

m 
ノ ④「筆」ツールを選びました 

⑤腰のあたりに濃い色を塗りました 

CJHERO2 
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③さらに明るい色で、ス 
カートの下部を塗り重 
ねました。裾付近は、上 
部の腰回りよりやや紫が 
かった色味にしています 

ど fK 
M 

ドレスのグラデーションのカラーに 

合わせて、先ほどの濃紺から段々と 

薄い色に描画色を変えながら、徐々 

に下方へ塗り重ねていきます。 

Ah 

の 

i4am 

£3 

①先ほどの腰回りの濃 
紺より若干明るい紺色 
で、スカートの付け根あ 
たDを塗りました 

4/ 

己 

②もう一段明るし、ブルー 
でスカートの上下中央 
付近を塗りました 
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m「筆Jベースの「ぼかし」ツールを使 

い、前の工程で段々と異なる色で塗 

り重ねたスカートの色の境界をなじ 

ませます。 

0かし 

/ 
①「筆」ツーノしをベースに設定した「ぼかし」ツーJしを選 
びました 

今 

②元の状態です。濃淡を塗り分けた色の境界が目立ちます ③色の境界をなじませ自然なグラデーションにしました n他の色を混ぜながら、ドレス全体の 

色味を調整します。ここでは、元の状 

態にやや明るく鮮やかな水色を広範 

囲に重ね、影を全体的に軽くしまし 

た。その後、影の濃く落ちる部分はよ 

り濃くなるように細かい影を個別に調 

整。裏地の影も濃く塗り重ねました。 

①影部分の広範囲にうっすらと明るい水色を重ねました 

②影が濃く出る部分がさらに濃くなるよう、部分的に塗り 
重ねます。少しずつ色味を変えながら塗ると、カラフルで綺 
麗に見えます 

③裏地にも濃い色を塗り重ねました。裏地なので、ディ 
テールはほどほどにしておきます 



2段階目の影付けがほぼ終わりまし 

た。髪の毛は後で塗るため、若干明 

暗を付ける程度に留めています。 

分 

①肌と服の「2影」を塗り終えた段階です 
②髪の毛は後ほどまとめて塗るため、ここでは適当に濃い 
影色で内側を塗り重ねるだけにしておきました 

■肌に微調整をかけて2段階の影付け 

が完了です。完成はまだ遠いです。 

①2影を塗り終えたところで、全体のバランスを見て調整し ②左腕の濃い影を消し、背中の影を少し塗り込みましfc 

ます 



I 影の境界に、紫など彩度の高い色 

を「エアブラシ」と「筆」で塗ります。 

まずは髪から。他の部位には触れず 

に、前髪の影が落ちる部分にだけ 

入れてください。影の先は「エアブラ 

シ」で少し明るく塗りましよう。 

上半身 下半身 

c!HAP『ERb2 



肌の影の境界に彩度の高い色を付 

けた全体像です。雰囲気を確認し 

て、境界の色が目立ちすぎないよう 

調整します。 

色相•彩度 Q 

色相-.T-也 

本通 *---- 

明度--^-- 

^プレビュー I _ 

「色相•彩度Jで彩度を調整します 

人物に八イライトを付けた全体像 

ラフで描いたような袖の透け感を表 

現します。透ける部分を表現するた 

めの新規レイヤー「w_skinjを作成 

します。「スポイト」で肌の影色を取 

り、「筆」で袖に塗り込みます。 

出 
nl 

clothes 
通常 
100K 

新規レイヤー『w skinj IzJ w skin 

0 
ifi常 

.1005S効里 を作成 

□ 

w_shadow 

_漂保淺 

會1 
1 1 

white 
通常 



n 

clothes 
通常 
10QK 

i^i 

[71 

w Highlight 
政 
10OK 

1^1 

□ 

w skin 
通常 

_1〇〇只効果 

CD新規レイヤ'一r w 

Highlight」を作成します 

□ 

③影が落ちて少し暗いところはソvイライトの色も少し濃い 

色にします 

縮小して確認し、透けているように見 

えるか確認したら、次の段階にいきま 

し上つ0 

新規レイヤー「w_Highlight」を作 

成し、袖に八イライトを入れていきま 

す。シワにはみ出さないよう気をつけ 

ながら八イライトを付けます。袖の 

上段はブラシ濃度「70〜75」、下段 

は「40〜45」に設定しています。自 

然な透け感を表現できするために、 

濃度を調整しながら描きましょう。 

n _ 

/I 

②シワには重ならないように、濃度を調整しながら八イライ 

卜を彳寸けます 

clHAPfsb2 
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透明な素材なので、透けて見える後 

ろ側の服の色も描きます。服の境界 

部分は明るく色を残すことでさらに 
透明な素材に見えるようになります。 

後ろ側の服の色を描きます 境界部分は明るく色を残すのがコツです 

縮小して、透明感が表現できたか確認します 

右袖に移ります。左袖と同様の方法 

で透け感を表現していきます。 

chAprERo2 
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右袖は影のせいで色が濃いので、八 

イライトの色も灰色にして描きます。 0 

今 

八イライトの上にもう少し明るい色 

を乗せます。 

少し明るい八イライトを入れます 縮小して確認します 

D 袖を仕上げています。「rough」レイ 

ヤーの下に合成モード「明暗」の新 

規レイヤー「contrast」を作成しま 

す。「エアブラシ」ツールで袖の上部を 

輝いてる見えるように塗ります。 

°n^eh |_II \ 10OK 

l±) 

[71 
contrast 
明暗 f 

■ tm% 

Highlight 
iISS 

.m% 

,D | 

「rough』レイヤー^の下に 

新規レイヤー「contrast] 

を作成します 

通常 □I匯 

最小サイズ 

ブラシ濃度 

【通常©円形】 

【テクスチャなし】 

x^D 160.0 

B% 

ie 

□ 
□ 

E3 

薄いオレンジ色を選択 

します 

「エアブラシ」のブラシ 

サイズは『160」に設定 

します 

clHAPfs.o2 
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\ m^L ^ 

左袖 右袖 

「投げ縄」で右袖を選択し、「色相•彩 

度」で色を調整します。 

ふ 

色相•彩度 

色相 

«4- > bOc お® 
明度 

-50 

-5 

// V ■,! 

袖の透け感、完成です 

0ブレビユ， 

chAprERo2 
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mドレス部分の影の境界にも彩度の高 

い色を塗ります。ドレスの色に合わせ 
て紫-青系の色を使いました。 

カラーパネルで示すと、彩度が一番高い部分の色を使ってい 
ます。ノぐーツの色が明るい場合は白に近ぐ暗い場合は黒に近 

く明度を調整します。 

境界に入れる色 
普段、ポイントで入れている色は彩度の高い色を使っ 
ています。パーツの色によって使う色も違いますが、主 
に使っている色はオレンジ、パープル、ピンクです。 

(: 、1 ■- 
一 £ 3 — □ 

07S 



新規しイヤー 
「s—Highlight」を作成 

白を選択 

BI 
八イライトを付けていきす。新規レイ 

ヤー「s—Highlight」を作成し、まず 

は顔から。白で鼻-頰-唇の順に八イ 

ライトを付けます。 

ブラシ濃度「40〜50」に調整しな 

がら、腕、背中に八イライトを付けま 

す。付けすぎないよう全体を確認し 

つつ進めます。 

腕の八イライト 

通常 U ▲赢纖_] 

ブラシサイズロ 
最小サイズ 

ブラシ*度 

XID 42.0 

0X1 

46 

「筆」の設定 

八イライトを入れた部分を赤で表示するとこんな感じです 

背中の八イライト 

鬥1 II 
ii常 
100K 

1^1 
[71 

s Highlight 
if常 
10OK 

IW! ]s_gradation 

[ド:ひ 

□ ■ 

筘壤 171ラ> 

レ 

水彩苺 

A 
マ令消Uム 

夕# 

mtmy通钒消l 
驗m 

パケシ 

^ク 

chAprERo2 
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05 
同様に、足にも八イライトを付けてい 

きます 〇 

八イライトを入れる部分を赤で表示しています 

少し暗い部分にも八イライトを付け 

ます。白ではなぐやや肌の色に近い 

灰色で塗ります。 

今 

050 



①新規レイヤーを作成 
し、合成モード：「明暗」 
に 

服にも薄いオレンジで八イライトを 

入れていきます。「contrast」レイ 

ヤーに移って、「エアブラシ」ツール 

で色を塗ります。先ほどの袖の仕上 

げと同じ設定です。 

分 

ドレスの影レイヤーの下段に八 

イライト用の新規レイヤー「c_ 

Highlight」を作成します。合成モー 

ドは「明暗」に設定します。色は、ドレ 

スの色に合わせ紫と青の間の薄い色 

を選択します。 

a 

②八イライトなので薄 
い色にします 

0 

门 
i 

■ j.1,.,. 

c shadow 
if* 

_ vm鰣… 

H 

i/i 

c Highlight I 
mm 1 
10OK 

□L 

clothes 
il常 
m% 

(Dシワの流れを意識しながら八イライトを入れていきます 

I 
/ 

08 ! 



全体を確認しながら、レイヤーの不 

透明度を調整します。ここでは「不透 

明度：64%」に設定しています。 

m 
门 

ル濾' 
c shadow 
通常 

_100K保護？里 

(7| 
c Highlight 
日1暗 
■ 

□. 
In 

clothes 
if常 
1晒 

「不透明度」を調整 

「contrast』レイヤーに戻り、ドレス 

の裏地に「エアブラシjで塗ります。 

白いところは薄いオレンジ色で塗り 

ましたが、今回はドレスとのバランス 

を考え青で塗りました。 

ii常 
m% 

S contrast 

(7| 
明暗 
100K保雜 

|%| Highlight 

m ilffi 

1?7'» 
「エアブラシ』の設定 

rcoutrastj レイヤ 

に戻ります 

B 
色の設定 

ブラシサイズ□ xlD 500.0 

最小サイズ 
1 r- 

W[ 

1ブラシ濃度 ■Hee] 

「Highlight」レイヤーに移ります。こ 

のレイヤ~で八イライト入れを続け 

ます。 

^— 

「Highlight」レイヤーに 

移ります 

m 

ノ 

通常_Dji 

ブラシサィズ□ XI。 
最小サイズ L 

ブラシ漉度 1 

「筆jの設定 

39.0 

0X 
92 

clHAPfsb2 
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左肩に八イライトを入れました 



キャンバスを回転させながら、袖の 

裾にも八イライトを描きます。縮小し 

て確認するとあまり目立ちませんが、 

こうやって細かいところまで繊細に 

描いていくことにこだわっています。 

今 

線からはみ出さないよう気をつけながら、腕の輪郭に強弱 
を付けつつハイライトを描き込みます 

服にも八イライトを描いていきます。途 

中「ぼかし」ツールでぼかしを入れます。 

①八イライトを入れます ②「ぼかし』で一部をぼかしていきます 

chAprERo2 

08 3 



③ドレス表固にも同様 
に入れました 

B左袖と同様の方法で、右袖にもハイラ 

イトを入れます。 

縮小して全体を確認しながら八イライトを整えます。 

054 



n しイヤーセットの下に「Highlight一 2」 

レイヤーを作成します。ドレスの裾に 

ハイライトを入れる際、花の上には 

み出さないように描くのが難しいの 

で、新規レイヤーを作りました。 

□ 
□: 

m rough 
ii常 
m% 

n. 
contrast 
明暗 
10收保護 

Highlight 
通常 
100K 

ハイライトを入れる部分を赤で示しています 

_ Pi通常 
1_1 100 

a 

f71 

Highlight 2 
J1常 
10OK 

□ 

line 
mm 
1005S 

固 

□ 

"h shadow 
im 

_ !00M保護 

a- 

门 

hair 
51常 
i咖 

s 
n 

e’shadow IS常 _臓保il… 
i^i 
n 

eyes il常 
100Si 

□ 
j, i 

c shadow 
if# 

_ 効果 

s 
□ 

c Highlight _ 

♦i clothes 

m% 
袖のときと同様のやり方で、白でドレスの裾に八イライトを 
描いていきます 

1w Highlight 
^ ii# 



最小サイズ 

ブラシ總度 

1 j：i 88*0 
n%\ 

m 

/ 

46 
_筆』の設定 八イライトを入れます 

「Highlight」レイヤーに移り、右腕 

にも八イライトを一部ぼかしながら 

描きます。 

左腕に八イライトを入れ、一部ぼかします 

鼻の八イライトを描き直して、顔の 

光が当たるところにも八イライトを 

描き込みました。 

鉍の八イライトを描き直して、位匿を調整しました 

ドレスの八イライトレイヤーに移り、光 

が当たっているしわの部分に八イライ 

卜を描き込みます。 

a 

门 
- 

c_shado叫 

■薦効里 

1^) 

Pi 

c-Highlight 
0細 

-e孤 

clothes 

「c—H i。h light」 

レイヤーに移ります 

CIHAPTERO2 
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ハイライト入れまで完了です。 

087 



反射光を付けて、キャラクターに立 

体感を加えていきます。新規レイヤー 

「s_Multiply」を作成して、クリッピ 

ングします。合成モードは「乗算jに 

設定します。 

合成モード「乗算』に 

肌色より彩度の低い色を選択し、「ェ 

アブラシ」ツールで肌に塗ります。光 

の陰影を付けて立体感を表現するた 

めの土台となります。 

通常 

ブラシサイズa xl0 500.0 

最小サイズ 

-ブラシ漁度 

1【通常の■ ^ D] 

1【テウスチヤなし】~S1 

0S 

44 

A. 

「エアブラシ」の設定 

光を入れる部分を赤く表示しています 



仮の新規レイヤーを作成します（あ 

とで八イライトレイヤーと結合しま 

す）。灰色で腰に反射光を描きます。 

今回のイラストは背景 
が真っ白なので灰色 
を使いました。 

囹 
n 

white 
通常 
100K 

iy 
|f7) 

レイト1 
通常 
100K 

□ 
s Highlight 
if常 
10OK 

S 
□ 

s.Multiply 
SS 

110OK保護 

新規レイヤーを作成 

鉛雄 I?热 寒 
之 / 

消しコム 
# 初 

パケク 2imy 
ク 

通帟 口] ▲ 

水彩单f 

# ■ _ % 

□ 

[關 177գ/ m 
/ 

74- 消しゴム mmy 
ノ Kケツ z\my 

1 ^ 

水彩结]□ 

m 

D 

/ 

I?T» m ホ彩筆:a 

マ ^tr- 消しゴム 

争 m m 

ilffi □ B 通芾 

ブラシサイズ01^1 

最小サイズ 

ブラシ濃度 

0% 

83 

反射光に使うブラシの設定です 

「筆J 

ブラシサイズ〇國 
最小サイズ C_ 

ブラシ濃度 1^1 

「エアブラシ』 

250,0 

0S 

43 

ブラシサイズ□ xlfl 

最小サイズI_ 

ブラシ溏度 

_M 

43.0 

U 

S3 

「マーカ_j 

chAprERo2 

腰に反射光を塗りました 

059 



右腕、左腕の内側にも反射光を描き 

ます。 

右腕 

左腕の内側 

続いて足に反射光を付けていきま 

す。キャンバス下部の背景は濃い紫 

色なので、灰色ではなく紫色を選択 

して「エアブラシ」で塗ります。 

通常 

ブラシサイズ 

最小サイズ 

ブラシ溏度 

【通常®円形】 B] 

【テクスチャなし】 ~〇 

[1x1 J0 細,Oj 

〇ズ] 

13 

ふ 
CJHFO 2 

090 



「マーカ_jで、もう少し濃い灰色で 

足の輪郭を描き、透明感を加えてい 

きます。 

1?1うシ 

濃い灰色で足の輪郭を描くことで、透明感が表現されました 

通常 OLiJ廬墨■ 

ブラシサイX_D 200,11 

最小サイズ 
| „ 

0S 

1ブラシ漉度 19 

【诵常®円形】 01 

【亍ウスチVなし3 〇 

chAprERo2 

肌に付けた反射光を赤で表示するとこんな感じになります 

09 I 



最小サイズ L m 
ブラシ漉度 [T 77 

【通常®円形】 □ 
【テ*スチゃなし】 D! 

右手を青色でを塗り、透明感を強めました 

合成モーK「才_バ_ ーレイ」の新規レ 「通常_〇1_赢麄_] 
177» 

ィヤーを作成して、 「エアブラシ」を ブラシサイズ 

使って右手にs色を塗ります。 

新規レイヤーを作成。合 
成モード「才ーバーレイ」 

S 

■ 袖の陰影があまり目立たないので、 

「水彩境界J効果を加えました。 

D画W効果 画材効果：『水彩境 

用紙質感【質感ft：し】^〇 界」を適@ 

画材効果水彩境界 

物 4 m loo 

合成モ-卜f通常 

不透明度 

□ 
100% 

□不透明度保語 
0下のレイトで妙; 
領域検出元(こ指定 

|余| w shadow 1_I 奉 

通常 
1MK効黑 

clHAPfsb2 

092 

袖の陰影を強めます 



通^_P国麄墨■ 
ブラシサイズ匚]㈣ 200.0 

最小サイズ1~ ~ 

ブラシ漉度 

1?フ，> 

エアブラシ」の設定 

38 

[通常®円形】 圉 
【テりスチやなし】 Q] 

薄い灰色でスカートの上側にも反射 

光を付けます。ドレスの裾は肌色と 

紫色で透明感を表現しました。 

上半身にも反射光を描き込みました。 

服に反射光を加えていきます。 

「clothes」レイヤーの上に、仮のレ 

イヤーを作り（あとで「clothes」レ 

イヤーと結合します）、肌色の陰影と 

同じくらいの色を選択して「エアブラ 

シ」で塗り、不透明度を調整します。 

1 
171 

レイV—3 
通常 

_ 100M 

B. 

w 
clothes 
通常 
100S 

新規レイヤーを作成。塗 
り終toったら結合します 

09 3 



Hi —_把 

c_skin 

10* im 

「不透明度保護」にチェッ 
クをつけて青を塗り、透 

け感を表現します 

1ダ7 % 

杖 

J 1 

「消しゴム」で中央を若干消し、肌色 

を薄くします。 

■編 

I 

今 ； 

W 

(71 

c skin 
if常 
100% 

1^1 

□- 

clothes 
通常 
m% 

肌色の設定 

通常 画▲ マwカー 

「clothes」レイヤーの上に新規レイ 

ヤー「c_skin」を作成します。このレ 

イヤーに、肌の色とドレスの色を重ね 

て、スカートに肌が透ける表現をして 

いきます。先に肌の色を塗り、「不透 

明度保護」にチェックを入れてからド 

レスの色を塗り重ねていきます。 

最小サイズ!,_0X 

ブラシ濃度 90 

ブラシサイズ□ xiD 300.0 

最小サイズ[ 0S 

ブラシ漉度 

clHAPfERo2 

094 



シワを描きます 

最穴漉度華圧 

筆圧硯妗歓[L — 

筆圧：□濃度]^サイズ 

同じレイヤーで、青系の薄い色を選択 

してシワを描画します。 

フラシサイズ□ X1J0 120.0 

最小サイズI 0X1 「筆」の設定 

ブラシ遮度 HD 

【通常®円形】 □ 

[]テ0スチヤfeし: 

〇詳細設定 

描画品質 

3環 

1(速度優先)□ 

輪郭00硬f 
最小*度 

新規レイヤーre_reflectedjを作成 

します。ドレスのスカートの裏地に、 

背景の紫色に合わせた濃い色を使っ 

て立体感を表現します。 

m □ 
ブラシサイズ□ xW 

最小サイズ 

ブラシ；®度 

160.0 

64 

[通常®円形】 _ 

[テクスチやなし】 □J 

マーカー 

マーカー」の設定 

□L 

hair 
il黹 
100K 

A 
e_reflected 
% T VV 

通常 
10OK 

□ 

e shadow 
Ji常 
100K保護…. 

新規レイヤー 
re reflected』を作成 

chAprERo2 

裏地に濃い色を重ね塗りします 

095 



全体を見て、背中を少し明るく調整 

しました。 

096 



髪以外のパーツはほぼできあがった 

ので、ここで少し修正していきます。 

出来が微妙な気になる部分を描き 

直していきます。 

袖の青みを、彩度を下げて調整しました 

腰あたりにシワが足りない気がした 

ので描き込みます。 

白色でプリーツに八イライトを追加しました 

足につけた八イライトを整えました 

chAprERo2 

097 



ドレスの色が少し薄いと感じたので、 

ドレスのレイヤー「clothes」を複製 

して合成モードを「陰影」にし、不透 定しました 

明度を調整します。 

①「エアブラシ」でオレンジ色をのせていきます 

②裾部分が全体的に明るくなりました ③光が当たる部分に強めの八イライトを塗ります 

ドレスのレイヤ_を複製 

後、「合成モード:陰影」 
「不透明度： 32%」に設 

clHAPfR 02 

095 



目の印象が少し弱いと感じたので、ま 

つげの下にまつげと同じ色で八イラ 

イトを入れました。さらに「line」レイ 

ヤーに移って、瞳をもっと強調し、八 

イライトの位置を若干変えました。 

①上まつげに八イライトを入れます 

鼻の影の色をほんの少し濃ぐして、立体感を強めました。 

「line」レイヤーの「不透明度保護」 

にチェックを入れます。線画の色より 

薄い色を使って「エアブラシ」で肌部 

分の線画に色を塗ります。スカート 

の線画は目立つ色を塗りました。 

line 
|!_J 

m 垂莒 
11〇〇% im 

①r line jレイヤー(こ移 

り、「不透明度保護」に 

チェック 

スカートの線画の色を一部ピンクに変えました 



白で線画が切れているように表現し 

ます。この工程でキラキラ感を加え 

ることができます。 

通芾 □ 
ブラシサイズ[IjxU 

||小サイズI_ 
ブラシ漉度 

m 

ノ 
19.0 

〇ズ 筆」の設定 
100 

【通第®円形】 m 
【テクスチャなし】 □ 

DP細設定 
描画品質 

輪郭¢¢1さ 
最小港度 
最大濃度證圧 
筆圧硬#歓 
筆圧：门漉度@サイズ 

i(速度優先）口 

50 

白で塗り、線画を途切れさせます 透明感が高まりました 

下半身の色が上半身の色より濃く見 

えたので、「skin」レイヤーに移って 

「投げ縄」ツールで下半身を選択し、 

「色相‘彩度」で色を調整しました。 

S 

0 

、し 、Wr 

*4. 
i j ■ 

s shadow 
if常 

■ t晒 

nr 

0 

skin 
通常 
100K保護 

色相■彩度 

色相 

耘度 

明度 

㈤プレビユ、 

CJHFO 2 

100 



1回目の調整作業完了です。 

101 



リボンを仕上げていきす。レイヤー 

セツト内の「「ibb〇njレイヤーに移0 

ます。リボンの位置に応じて、色合い 

を調節しながら塗っていきます。 

I_I 100% 

国 
171 

ribbon 
通常 画保護 
white_nne 

□ 
通常 
1005¢ 

white 

□ 通常 
1005¢ 

圍 flower 

□ 
通常 
1001¢ 

①「ribbon jレイヤーに移 

ります 

②リボンより濃い色で塗ります )なびかせてる部分は明るい色で塗りました 

©光の当た.っている部分の色を明るく塗ります ⑤背中の後ろで舞っているリボンは、青色で段々と色が薄く 
なるよう塗りました 

clHAPrER.O2 
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髪に隠れている部分も色を変えなが 

らリボンの形を描画します。そのあと 

「エアブラシ」で反射光を付けます。 

「ribbon」レイヤーの上に新規レイ 

ヤーを作成し、「才ーバーレイ」に 

設定します。光の当たる部分に色を 

塗ったあと、「色相•彩度」と「不透明 

度』を調整して「ribbon」レイヤーと 

結合します。 

色の設定 

S LsJr 51常 
I_I 100M 

[71 

レイヤー1 
オーJV- レイ 
100尨 

1^1 
n 

ribbon 
if常 
1 hrt V /Q Bff： 

「才ーノてーレイ」で新規レ 

イヤーを作成 

【诵常の円梅】 BI 
1【テクスチャなし】 B1 

「合成モード：オーバーレイjに設定し、エアブラシでリボン 
を明るく塗ります 

L通常 •墨■」 

ブラシサイズ匚：xlfl 100.0 

最小サイズ[_ _0IJ 

ブラシ濃度 45] 

【通常¢0円彤】 □ 

【テクスチャなし】 □ 

通常 口 _ 
ブラシサイズ□ 500.0 

最小サイズ 

ブラシ漉度 

〇ズ 

35 

I?Tうシ 
¢1 

177VJ 

chAprERo2 

10多 



不透明度を32%に 

色相*彩度 

色相 

纖 

明度 

+0 

+9 

@プレ 

「white」レイヤーに移り、白い花の 

中に影を付けます。花を5個くらい描 

いておいて、コピー&ペーストを繰り 

返しながら花を配置してもいいので 

すが、ここでは頑張ってひとつひとつ 

に色を付けています。 

white 

[71 
通常 
10OK 臟 

ブラシサイズ、ブラシ濃 

度を調整しながら塗っ 

ていきます 

务0 

clHAPfR 02 
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花の線画色を青系に変更して絵の 

バランスを取りました。 

B 

k 線画の色を青に変更 

d 

§ 
〇 

0 

く 

1 II jlOOK保護 

a white line 
通常 
100M保護 

(white 
I、"T' 

青色の花にも影を付けていきます。 

反射光の影響を受けている部分の 

花びらには、少し彩度を低くした色 

を混ぜながら描き込みます。 

crprERo2 

105 



花のベースの色塗り完了です。 

clHAPfso2 0 
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小さな花をかんたんに描く方法 
ていねいに小さい飾りの花を描くと時間がかかりすぎ 

るので、適当に綺麗で、縮小したらそれっぽくなる花の 
描き方を紹介します。 
図のようにブラシを設定します。私は普段、花や葉は 
「平筆』で描いています。SAIにデフオルトで登録され 

ている形状です。 

通常 1 
ブラシサイズB画 
最小サイズ 

ブラシ濃度 

55,0 

0% 

95 

m loo 

「【テクスチ琳】 □ 

m 
ノ 

筆」の設定 

左：平筆ぶらし 

中央：基本（通常の円形）ブラシ 
右：にじみブラシ 

Lr) レイや1^ 

0 
常 

m% im 

①花びらを5枚描 

きます。花びらを 
描いたレイヤーを 

「不透明度保護J 

します。 

④光源の位Sに 
よって影をつける 

部分に差がありま 
すが、今回は一番 
前に出ている花び 
ら2枚に陰影を描 

きました。花の先に 
元の色を少し残し 
てください。 

②花びらの色を変 

えます。花のメイ 
ンカラーからあま 
り離れていない色 
を選択して塗りま 
しよラ。 

⑤「ぼかし』を使っ 

て簡単なグラデー 
シヨンを付け、立 
体感を出します。 

③ブラシの形状を 

基本の「通常の円 
形」に戻して、花か 
ら落ちる影を適当 
に描き込みます。 

⑥真ん中に黄色で 
柱頭を描き込みま 
す。今回のイラスト 
は花のfflがすごく 
多かったので、全部 

こんな感じで適当 
に描きました。 

TEClHNiQUES 

chAprERo2 
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花を鮮やかに仕上げていきます。 

Photoshopに切り替え、40ページ 

で解説したやり方で花のアウトライ 

ンを作り出します。SAIに戻り、花の 

レイヤーを全部結合してレイヤーの 

枚数を減らします。 

益 
i_| toos / I_| 10PM 

s 
I~1 

ribbon 
ii常 

Stroke 

2 PVL 

:nsd« CfrrCer ■ CXilfldfl 

脚 
；Madf： NfOmal ^ 

q IW % 
Tuft卿*ncy 

Sflect stroke color： 

o*c 

AJ 
一，[i 

% 

y 

w 
CVKCl 

Md Tq Swxtdlf!f 

Oahr Ubmes 
a ^ 

lArtn 

②青い花にアウトラインが引かれました 

③「flowerjレイヤーと結合しました。 

②「マーカー』の設定 

200.0 

n% 

44 

どのように色を塗ったのかがわかりやすいように表示してみ 
ました（クリツビングを解除して、「合成モード：通常」で表示） 

m 
□ 

ribbon 
ii常 

保 Lf 

0 

f lower 
遞 

レイヤーを整頓しまし 
た 

m%保謀 

100M 

S white line 
V3U. 

100M im 

a 

1 white 
his J \m im 

出 
[7] 

Layer 1 
list 顧儘 

混色 19] 

色延U !8] 

〇詳細設定 

描画品質 3 □] 

稍郭¢0硬さ 〇 

最小湄度 〇 

最穴湄度筆圧 j m% 

筆圧硬#歆 ^1001 

筆圧：y濃度¥サイズ〆 混色 

民印 I f bwer □ 5JS 
100K保謀 

花をもっとカラフルに見せるために、 

才ーバーレイで色を加えます。合成 
モ—ド「才—バ—レイjで新規レイ 

ヤーを作り、「マーカー」で塗ります。 

S 

0 

レイや-H 
才H广レイ 
100K 

|±| flower 
通常 
mo%im 

(Drflowerjレイヤーの上 

に新規レイヤーを作成し 
ます 

通常 □ ▲ 

ブラシサイズ 

最小サイズ 

ブラシ漉度 

【通常®円瑕】 B1 

[]テクスチャ&し〕 r~@ 

CIHAPTERO2 
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はみ出していた花を「消しゴムJで細 

かく消します。 

◊ 

花の完成です。量が多ぐ色もたくさ 

ん使ったので、この作業だけで3時間 

かかりました••…* 

微調整を加えていきます。「ribbon」 

レイヤーの上に新規レイヤーを作成 

し、リボンにもう少し八イライトを加 

えます。その後、「ribbon」レイヤーと 

統合します。 

0 

(7) 
レイV一 1 
通常 
100M 

1±| 

□ 

ribbon 
ii常 
10OK保護-… 

◊ 

①リポンのふちに八イライトを加えます ②さらに明るい色を塗り重ねます 

109 



ブラシサイズ□ 

最小サイズ 

ブラシ鍵 

色の設定 

『エアブラシ」の設定 

【通常®円形】 

r【テクスチャなし】 □ 

X 1 J 〇 83,01 

〇篆 

20 

,ドレスの八イライトはやりすぎたと思 contrast 

こ い、「消しゴム」で少し消しました。 明暗 
1005S 

c!HAP『ERb2 

1 to 



リボンと花の色塗り作業完了です。 

花に色を塗る前に比べると、ドレスが 

より豊かに見えます。 



色塗りの最終作業です。髪を仕上げ 

ていきます。個人的に髪は綺麗に塗 

れる自信がなくて、いつも最後に作 

業しています。まず先に、肌の影に付 

け忘れていた「水彩境界」効果を入 

れます。 

S ，し■ s shadow 
ri j 

ゾ1 [*4. 
100% 

今 

影の境界線がはつきりしました 

以前の工程で影をざつく 0描画して 

いたので、「消しゴム」で消しながら 

細かく修正していきます。 



「消しゴムJツールで毛先を消します 

毛先は「消しゴム」ツールで消して 

背景が透けて見えるようにします。 

全体を確認して、明度を少し明るく 

調整しました（ + 5)。 

色相■彩度 

色相 

明度 +5 

@ブレer 

1段階目の影の修正が終わったので、 

「水彩境界J効果を入れます。 

1赛1 h shadow 
J,_1 

0 

■ビ if常 
1㈤K保護… 

〇画材効果 

用紙質想[質感なし】 

画M効果水彩境界 

41 

合成トド51常 

不通明度 

□ 
3 m so 

□ 
1繼 

[ZI不透明度保諸 
@下®レイ■卜で阶ヒツデ 
領域検出元(こ指定 

05 



ブラシサイズ 

最小サイズ 

ブラシ漉度 

I 

②ブラシサイズを変えながら塗っていきます 

J常 □ ▲赢龜!■! 「筆Jの設定 

ブラシサイズロ ★讎 

最小サイズ 

ブラシ濃度 

43,0 

U 

95 

【通常®円形】 

[テクスチャなし】 

[通常®円形】 □ 

[知スチやなし】 

髪の色より若干濃い色を選択しま 

す。〗段階目の影の流れに沿って、 

「マーカー」で塗っていきます。 

xl0 63,8 

C 〇^] 

95 

か 

「マーカ_」の設定 

I色 
さ延U 
3詳細設定 

S画品質 

_郭®硬さ 
i小漉度 
I穴漉度筆圧 
备圧硬#!;欠 

ia] 

IB] 

□ 

100? 
100 

S圧：yi漉度〆jサイズ@混色 

「エアブラシ」で頭頂部以外の髪の 

毛を塗ります。 

蹄 __ 

ラシサイズoi xi£ 

k小サィズ[ 

'ラシ漉度I： 

【通常の円形】 

[テクスチャなし】 

エアブラシ_iの設定 

£50.0 

i\% 

4S 

□] 
□ 

「筆」ツールで、1段階目の影の流れ 

に沿って色を塗ります。 

▲ 

通常 D ▲赢墨I睡1 

C1HAPTR02 

1 14 



消しゴムで少し消しながら、髪の筋 

を表現します。 

髪の色が少し濃く見えるようになつ 色相•彩度 

ISJ 
たのでS投げ縄で髪を選択して、」色 色相- 

相•彩度」で色を明るく調整しました， 彩度 

明度 
+2A 

0 ブ ][ 

明度を上げました 

chAprERo2 



D 先ほど塗った影色より濃い色を選択 し、レイヤーを「不透明度保護」にし 

て影の端の方をざっくり塗ります。 

②影の端の方をざっくり塗ります 

「不透明度保護」を外して髪の筋な 

どを細かく描画します。付け根周り 

の塗りは「消しゴムjで消します。 

①濃い色を選択します 

③縮小して確認すると、よりツルツルに見えるようになり 
ました 

①髪より少し暗い色で筋を描き込みます 

翁，.rr 
②付け根周りを「消しゴム』で消して、光を表現します 



ョ 「h_shad〇w」レイヤーに移り、先ほ 

' ど使った色と1段階目の影の青色よ 

り濃い色を選択して、髪の外側にだ 

け色を塗ります。 

ra h shadow 1 1 

0 常 
100K保護… 

通常 

ブラシサイズD画 
最小サイズ 

72.0 

ブラシ濃度 36 

[通常の円形】 □ 

【テりスチぬし】 □ 

混色 13 

色延び IS 

〇詳_設定 

描画品質 3 BI 
素S?Eの硬？ 〇 

最小濃度 0] 

最穴漉度筆圧 100* 

室圧硬分歓 100 

華圧：名漉度@サイズ/混色 

「マーカー」ツールの 

設定 

赤い囲みで示した部分などを塗りました 

内側に影を付けていきます。内側の 

色より濃い青色を選択して、線画で 

描いた髪の筋からはみ出さないよう 

影を付けます。 



「エアブラシ」で内側をもっと暗く 

塗って、「筆」で影を付けます。先ほど 

より濃い色を選択して、内側の髪す 

じをもっと細かく描画します。 

①『エアブラシ」でグラデーションをかけます ②「筆」で髪筋を描画しました 

111反射光と八イライトも付けていきま 

」:? Lす。まず、「色相.彩度Jで明度を+ 

11に設定して色を少し明るく調整 

しました。灰色で内側に反射光を描 

き、色を少し変更しながら髪筋の流 

れに沿って描き込んでいきます。 

灰色で髪に反射光を描きます 

clHAPfsb2 

色を変えながら、反射光を描き込みます 



ポイント八イフイト用の新規レイヤー 

「h-Highlightjを作成し、わかりや 

すい色でハイライトを描画します。 

||f71 
h Highlight 

10OK 

□ 

h shadow 
il_常 

一10OK 

S' hair 
通常 
10OK 

新規レイヤー 
rh_ highlight」を作成し 

ます 

明るい黄色でポイントハイライトを付けました 

髪の色に合わせ八イライト色を調整 

します。色のバランスが崩れない程 

度に、それぞれ色を付けていきます。 

今 

chAprERo2 



さらに灰色で八イライトを加えます。 

内側にも八イライトを入れます 

新規レイヤー「h_gradation」を作 

成し、髪の先を空色の「エアブラシ」 

で塗ります。 

③「エアブラシ」で、髪先を空色で塗ります 

120 

n_gradation 

f7) 
通常 
10OK 

①新規しィャー 
rhLgradationj を作成 

します 



合成モ_ド「スクリーン」の新規レイ 

ヤー「h—gradation—2」を作成し、 

前髪に肌色が透けて見えるように 

「エアブラシ」で塗ります。 

{?] 

n 

M 

□ 

h gradation 
yCw-y ’ 
10OK 

h_High light 

訓M保護 

h gradation 
il常 
100K 

①新規レイヤー 
rh—g「adation_2j を作 
成U合成モード「スタ 

リーン』に設定します 

□I 

今 

②前髪の透け感を出します ③顔周りの髪にも色を塗ります 

一番下段に新規レイヤ^一 rhafr_2 j 

を作成し、薄い紫で髪の毛をもう少 

し描き込みます。線画を描いたよう 

に見せるため、「水彩境界」効果も入 

れます。 

B 1画材効果 
用紙質慼 【質感なし】 B 

画M5J]果 水彩境界 国: 

m 3 |•さ 78 

合成モ -K 通常 I □] 

不透明度 100ズ 

a 

③「halし2jレイヤー 

に『水彩境界』効果を 
入れます 

凶 
□ 

skin 

fc保護 

[Z1 
hair 2 
ii常 
100H 

①新規レイヤー 
「hair 2」を作成します 

②薄い紫色で髪の毛を描き込みます 

④「水彩境界」で線画のような表現にします 



jntrast 
随 
>0% 

air 
i常 
tOK 

屬区 

①新規レイヤー 
「hair_3」を作成します 

②「筆』ツールの設定 

1〇 1K0 
0X 

9E 

□ 
□ 

新規レイヤー「haiし3_iを作成して、 

髪の毛をもっと細かく描き込んで 

いきます。髪の毛を追加したい部分 

の色を「スポイト」で取ります。『筆」 

ツールで髪の毛を描き込んで髪の毛 

をもっと細かく表現しました。 

S 
n 

ft 

DC 

明 
1C 

h< 

ic 

通常 

ブラシサイズ□ 

最小サイズ( 

ブラシ濃度 

【通常®円形】 

【テりスチやなし】 

i 
③『スポイト』ツールで色を取り、髪に細い線を加えます 

「Highlight」レイヤーに移動して、 

白色で八イライトを描き込みます。 

髪塗り完成です。 

clHAPfsb2 
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a li 
R n 
SI i 
n i 
HM 
HI 1 
W| nl If 
IzJI n ~Is 4 

⑦細かい調整を行って完成です 

髪塗りの要約 
髪塗りの説明が長くなったので、ここではわかりやすく 

要約して解説します。 

SF The 

nl 
a* 
臓 

iヨ厂 hair 
r^i 聯 
[^\L 10OK 

skin 

□ 
iSSS 
K 

⑤八イライトを描き込みます 
利用ツール：「筆」 

⑥合成モードを「スクリーン」にして前髪と後ろ髪に色を 

付けて透明度を表現します 
利用ツール：「エアブラシj 

①髪を塗るレイヤーを用意します 

□ 

Crte 
'M 
mv, 

[7 r "shadow 1 
通常 

.m%嘯 

H hair 

n 
iiSf 
職 

w 
□ 

skin 
xS常 
m% 

②「水彩境界」を入れて髪の内側に1段階自の影を付けます 
利用ツール：「筆j 

B Iは 
■咖. 

a 

I shadow, I 
iftt 

hoojc効果 

I shadow 2 

haw効累 

降 
[lOOX 

in skin 
ii常 100K 

③「水彩境界』を入れて髪筋を表現したあと、両影にもっ 
と濃い色で陰影を付けます 
利用ツール：「筆」「マーカー」「消しゴム」 

臓 

I receded hchl 
遒常 

[lOOK 

EU 

shadow 2 

I铖K効梁 

I 
I hair 
[m 
cm 

IU 
skin 

1MK 

④反射光を描きます 
利用ツール：「マーカーJ 

chAprERo2 
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完成に向けて細かい調整を行ってい 

きます。ドレスがもっとキラキラして見 

えるよう、八イライトを追加しました。 

| 1.1 

c Highlight 2 
if常 
m% 

c shadow 
if常 
100K 

左腕の長さや頭の大きさなど、少し 

気になる部分を描き直しました。 

crpfsb2 
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①色の設定は服の色と合わせます ②服のレイヤーをコピーします 

125 

▲■炙 

y氣 

ン丁: 

ドレスの色など、「色相*彩度Jで全 

体的に色を少しずつ調整したり、八 

イライトをもう少し描き込みました。 

色相■彩度 

色相 

明度 

0プレビ：Lw 

-4& 

][ 

n i. * 散 k 

c Highlight 2 
il常 
5TK 

iTi ハ 

c—overlay 
才りトレイ 
52K im 

a 

□ 
一〆*」 

Br ^ ^ 1 

c shadow 
JJ_常 
1005¢ 

服にキラキラ柄を入れるため、 

Photoshopに移動しました。服のレ 

イヤーをコピーします。 



「フィルター」—「ピクセレート」—「点 

^9 描…」を選択します。大きさを自分の 

好みで設定して「0K」を押します。 

Image Layer Select View Window Help , &r |Mi>| 

尸 3-«3ther: 0 f»c 

Jthes(2)f R6B/S#J x| し 

Color Halftone. 

Crystallize. 

Facet 

fragment 

Mezzotint.. 

Mosaic.,. 

Emm 

I t Cbi l1^af LdSl niter Ctrl+F 

Convert for Smart Filters 

Filter gallery... 

Lens Correction... Shift*Ctri‘R 

Uq卿… Shift-Ctrl+X i 

Vanishing Point., Alt+Ctrl+V 

Aftistic 

Blur ¥ 

Brush Strokes k 

Distort ¥ 

Nofse ► 

週 
Render ¥ 

Sharpen 

Sketch ► 

Stylize 

Texture 

Video 

Other 

Digimarc 

Browse Filters Online... 

①点描フィルタを適用します 

②紫と青系の色が点で表示されるようになります 

■しイヤーモードを「比較（明）」に変更 

■ すると、ドレスの色が先ほどより落ち 

着きます。そのままレイヤーを結合し 

ます。 

LAYERS ! CHAMNBS PATHS 

Lsght-en v Opadtyt 100% > 

Lock: □ / 十 Q Fli 1M% ► 

jr 

—A 

a 

m f c sk in 

m 
[ 

承 卜.j defies 

w> o w_Hig!hEght 

□ w_5kin , 
_ 

w_shadaw 
V 

為. 1210.」」 省 

服のレイヤーをコピー 

します 

夜空みたいに表現します 



SAIに戻り、ドレス下の空間を描きま 

す。私が以前に作った、星を表現す 

る用のファイルをコピーして貼り付 

ける作業を繰り返します。 

紫の空間に貼り付けました 

星を表現するファイルです 

ETtl 
mi 

一時的に髪とドレス下の空間のレイ 

ヤーを分けて、用紙質感を「水彩2」 

に設定したあと、改めてレイヤー結 

合しました。 

〇画材効果 

用紙質感 水彩2 Q] 

倍率 77I1UHI721 

画材如果 【効果なし】 

含成モ十 通^_ Q 
不通明度 \m 

f7| 

レイVH 
51常 
100SE 感 

服のレイヤーをコピー 
します 

「hair」レイヤーに合成モード『スク 

リーンjの新規レイヤーを作成して 

クリッピングします。濃いオレンジ色 

で足の周りに色を塗ったあと不透明 

度を調整して結合します。 

夏綱 
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, hair 
通常 

wi i 

②灰色で描いていきます 

③スカートにも描きます 
@小さいため、真珠の出来はあまり目立たないので、こん 

な感じで簡単に描いています 

D画材効果 
用紙贾慼 ~BI 

画材効果 _境界 □] 

[« 1 1 強!F 100 

合成モ-ド[ 通常 □ 

不通明度 娜 

0不通明度保諸 
□下■イトで嫩W 
領域検出元に指定 

⑤影とハイライトを描 
画します 

at 夢 

S pearl 

.1MK保護効果 

予定にはなかったのですが、真珠を描 

きたくなったので、新規レイヤーを作 

成して描いていきます。とりあえず灰 

色で髪飾りの周りとスカートに描き 

込んで、影と八イライトを描画します。 

B 
□ 

rough 
通黹 
100X 

contrast 
明暗 
100X 

0 

0 

pearl 
通常 
100M 

①新規レイヤー 
「pearl」を作成 

CIHAPTERO2 
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リボンを描き足しました 

影も入れます 

129 

新規レイヤー「screen」を作成して、 

「エアブラシ」でキャラの一部を白く 

ぼかします。赤で表示した部分に塗 

りました。 

ラフを作成した際、左足にリボンを 

描いたことを忘れていたので、新規 

しィヤーを作成してリボンを描き込 

みました。リボンから落ちる影も描き 

ました。 

I_I 10QM 

囫[ 

冈: 
レイヤ-1 
通常 
卿JS保護… 

ribbon 
通常 
100K 

chAprERo2 



—番上段に花用の新規レイヤ_を 

作成して、「リボンの花の仕上げ」と 

同様に花を描いていきます。 
BI 1 rough 

if常 
J 100K 

レイト1 
通常 
100K 

□ 
flower 
il常 
100K 

一番下段に新規レイヤーを作って 

「水彩境界」効果を入れ、灰色で水 

玉を描き込みます。 

m 
nl 

hair 2 
通常 
100只 

a. 
back 

■濫効果 

1?0 



圈 
□ 

最後の仕上げをするため、レイヤー 

を結合して整理します。花をもう少 

し描き込みたいので、どんな感じで 

配置すればいいか試しながら、ざつく 

りと描き込みます。 

s flower 

f7) 
il常 
100K 

レイヤーを結合 

flower 
通常 
m% 

back 
通常 
m% 

花をざっくり描きます 

背景に色を追加し、散らばっている 

花を描き込みます。 

□ □ w 
け4 

a 
门 

s 

I7| 

^r| 

□ 1ゼ 
s □ 

1 二！: □ 

レイや？1 
51常 
100其 

flower c 
il* 
m% 

flower 2 
通黹 
10OK 

flower 
il常 
1005¢ 

flower 
通常 
10OK 

back 
通常 
10OK 

back 2 
il# ^ 
1005¢ 



D気に入らないところや色の調整を済ませたら 

完成です。おつかれさまでした。 



TEClHNiQUES 

Photoshopでゆがみを調整する 
ほぼ完成した絵に対して、どうにも気に入らないところ 
が出てきたりすることもあるかと思います。直したい面 
積が大きいと、描き直すかどうか迷うものです。そんな 
とき、Photoshopの「ゆがみ」フィルターを利用する 
と、ピクセルを移動することができるので、微妙なゆが 

みも大きなゆがみも作成，調整できます。 

①適用したいレイヤ_を選択し、「フィルター」-「ゆが 
み」をクリックすると、このような画面が表示されます。 
私が普段使っているツールを説明します。 

^ \ 「前方ワープツールj 

^ドラッグに合わせてピクセルを前に押し出します。 

「再構築ツール』 
:卞マウスボタンを押しながらドラッグすると、追加 

済みのゆがみが元に戻ります。 

rブラシツールオプション：サイズ」 

ブラシのサイズを調整しながら細かいピクセルの移動 
ができます。 

『ブラシツールオプション：密度j 

ブラシのエッジのぼかし方を制御します。効果はブラシ 

の中央で最も強く、エッジでは弱くなります。絵がぼかさ 
れてはいけないので数値noo_tにして使います。 

「メッシュ読み込みオプション：メッシュを読み込む…』 
保存したゆがみを開けます。 

「メッシュ読み込みオプション：メッシュを保存…_t 

以下のように、ゆがみを保存できます。 

「ゆがみ』フィルターでイラストを変形しました。 

chAprERo2 





CIhapter. 05 
背景の作成と、さまざまな質感の表現 



ChApiER, 

背景の作成と、さまざまな質感の表現 

Chapter 03では、引き続きSAIを使って、「着物と神社」をテーマにしたイラスト 

メイキングを解説します。これまでと同様の手順でキャラクターを2体描き、世界 

観に沿ったかたちで背景を描き込みます。さまざまな質感の表現や、パースの付 

け方についても解説します。 

SAIで新規キャンバスを開き、ざつく 

りとしたラフを作成します。イラスト 

のテーマは「植物」か「着物」で悩み 

ましたが、最近は着物にはまってい 

るので右の図のようにしてみました。 

その後、ラフのレイヤーの不透明度を 

「10%iまで下げておきます。 

不通明度 

「筆」と「マーカ_jを使って先に色だ 

け付けていくため、次のように設定し 

ます。「筆」ではリボンと花、柄など細 

かいところを描画します。「マーカー」 

では面積が広いところを描画します。 

鉛筆 I?Ti^j 

/ ^ 

m 

/ 

水彩单□ 

i-n-消しゴムmmy通択洎l 

ノ #煞m 
パサク 2彳瘡ペン 

必ク _y 

il芾 ▲農疆 _ 

ブラシサイズロ x! D 30.0] 

最小サイズ 0%} 

ブラシ濃度 筆」の設定 

i?ti^ m 水彩s 
/ K / 

洎し：Tム通択ぺン邊汛消し 

# 驗 m 
2储心 

ぬク 

通常 □ 

ブラシサイズBM1 

最小サイズ 

ブラシ漉度 

□ 

100.0 

麗 

30 

7'•が 

マーカー」の設定 

m 

〆 

90 

02 

ラフの作成 

CIHAPTSO? 
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05 
不透明度を調整したラフの上に色だ 

けざっくり付けていき、どんな絵にす 

るか大まかに定めます。私の場合、は 

じめから線画を描いて進めてしまう 

と途中で気に入らなくなって保留に 

してしまうことが多いので、こうやつ 

て先に色から塗ることで全体の雰囲 

気を確認します。 

charactsr_2 
il» 
100K 

s 
□ 令 

character 
il常 
100K 

back 
通常 
10OK 

■ 
n 

rough 

10W6 

レイヤーは図のよラな 
並びになります。最初 
に起こしたざつくりし 

たラフ、背景、そして 
各キャラクターのレイ 

ヤーに分けました 

①キャラクターに色付けします ②背景にも色を付けます。これはあくまで雰囲気の確認 
用なので、正確なパースはとらず、アングルだけ決めてお 

きます 



HH線画のラフを描きます。合成モー 

■■1ド「乗算」で新規レイヤ-「line—1」 

「line„2」を作成し、普段私が線画 

用の色として使っているブラウンで 

線画を作成します。だいたい描けた 

ら、新規レイヤー「leafjを作成して 

飾りを付け、ラフを整えていきます。 

(Dそれぞれのキヤラク 
ターの上に、新規レイ 
ヤーを作成します 

(Drline_.2j レイヤー 
の上段に新規:レイヤー 
「leaf』を作成しました 

04 

Hパースを付けていきます。最上段に 

新規レイヤーを作成し、黒でざっくり 

とグリッドを描いたら、さらにその上 

段に新規レイヤーを作成して白で塗 

りつぶし、不透明度を調整します。 

①最上段にグリッドを 
描きました 

②新規レイヤーを作 
成して白で塗りつぶし、 
「不透明度：80%jに 

設定しました 



n illustrator CS5で作っておいた 

自作のパース用グリツドを開きます 

(ダウンロードファイルに含まれて 

いますので、必要な方はご利用くだ 

さい）。グリツドをコピーして、ラフに 

貼り付けます。今回は一点透視なの 

で、2つのグリッドの基準線を右の図 

のように重ねました。 

D今回は口ーアングルなので、水平垂 

直のグリッドを図のように変形させ 

ます。最初にざっくり描いたグリッド 

に合わせて四隅の八ンドルで変形 

し、奥行感を表現します。 

①グリッドを変形させます 

wwmmii m 
m. wmmi 
腳'm心,腿 

發’ •货p 

■gill ^liiIaSHU5!ii»1 
路腦國顯漏級級KS5I1 

SWSliMIAIIHn ll llltti 

i1蜃星■墨■壓■■■■墨■邏! 

M\ J 

■■，■明. 

>PTER 0 Ap = R 02 CIHAPTERO5 crAPTERo4 

■■nalallll&_^ka 

■■■nMis_ks! 

②パースの完成です 

)9 



mmさきほど黒でざっくり描いたパース 

ISkIのレイヤ-は削除し、2つのグリッド 

のレイヤーを結合します。パースに 

合わせてイラストの調整ができるよ 

う、不透明度を調整します。 

17) _ 

path 1 

is*" 
50% 

□ 

leal 
通常 
m% 

(1)グリツドのレイヤー 
を統合します 

②結合したレイヤーの不透明度を「50%」に下げました. 

09 
パースに沿って、再度ラフを整えた 

ら完成です。今回は着物と神社を 

テーマにしたこともあって、一^歩間違 

えると渋いイラストになる可能性も 

あったので、そうならないよう着物と 

背景に「赤」や「黄」を使って華やか 

さを加えることを意識しました。 

①パースに沿ってラフを整えました ②ラフの完成です 



TEClHNiQUES 

パースに合わせて人物を描く方法 

人を四角形に簡略化して表現すると、こんな感じになり 

ます。 

動きのない普通の立ち絵を描きました。肩、腰、お尻、时、 

膝など、体の左側と右側が同じ線に位置すると、背景と 
人が自然に釣り合います。 

令 
体の左側と右側が同じパース線に位置しています。本番 
の絵を描くときも、この要領で体の左側と右側をパース 
線に合わせて描いていきます。 

パースに合わせていろいろな体勢を描く練習をしてみま 

しよつ0 

QE TEChlNiOUES 

透視図法 

透視図法については実は私もあまり詳しいほうではない 
のです力、自分なりに理解していることをみなさんに説明 
します。ここでは、どのようなソフトを使う場合でも参考に 

できる方法を紹介します。まず、用語の解説からです。 

アイレベル：画面を見ている人の目線の高さを意味しま 
す。目線の高さによってアングルが決まります。 

基準線：全ての透視図法には直線の基準線が存在しま 
す。この基準線の位置が変わると、キャンバスに表示さ 

れる視界の方向が変わります。 

アングルを表示する用の 
ガイドライン。 

消失点を表示する用のガ 
イドライン。色が濃くなっ 
ている部分が消失点です。 

キャンバス内の消失点の数によって、何点透視か:bかり 

ます。キャンバス内に無理やり消失点を全部入れる必要 
はありません。最初はキャンバス内に消失点を配Eして、 
あとで拡大してキャンバスの外に消失点を移動させても 
構いません。 

消失点:基準線が交わり合う箇所であり、消失点に近づ 

いていくとどんどん小さくなっていきます。消失点の数で 

何点透視かを決めることができます。 

1点透視のアイレベルアン 
グル。キャンバス内の消失 

点の数が〗点です。 



アングルを変形する場合は、SAIとCUP STUDIOでは 
「自由変形」で『Ctrl」キーを押しながら頂点をドラッグ 

するか、Photoshopでは「変形』-「自由な形に」で行えま 
す。Photoshopのほうがきれいに変形できます。 
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1点透視のローアングル 
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1点透視の八イアングル 

アングルを適用させて部 
屋を描いてみました。 

2点透視。2点透視ではアングルラインを変形させると3 

点透視になってしまうので、アングルは水平にしてくださ 
い。キャンバス内の消失点の数が2点です。作っておいた 
ガイドラインの長さに限度があり、線が切れた部分は必 
要な部分だけ疸接描き込んでいます。 

2点透視を利用して左側には廊下、右側には街上の風景 

を適当に描きました。 

3点透視。キャンパス内の消失点の数が3点です。立体 
感のある絵を描くときに役に立ちます。 

こちらでもラインを同じ位置に配置してください。 

人物も描き込んで3点透視を描いてみました。他のパー 
スとの差がわかりやすくするため誇張して描いています。 

アングルライン、消矢点のラインの縦と横の水平線を同 

じ位置に配置してください。 



線画の作成 

ブラシ®度 

にじみ 

画用紙 

作成したラフをレイヤーセットにまと 

めて、不透明度を下げておきます。次 

に、2人のキャラクターの線画を描く 

ため、新規レイヤーを2つ作成。これ 

らもそれぞれ新規レイヤーセットに 

分けて入れておきます。 

02 
「クレヨン」で線画を作成します。 

つ 

①前に出ている青い服の女の子から描いていきます。ブラ 
シサイズ「4』で、目から描きます 

通常 □▲農纖画 

ブラシサイズ□ _ 4.0 

最小サイズ[ —11 

□ i张 50 

画用紙 □ ~6〇1 

混色 
水分量 
色延U 

30 

0 

[コ不述明度を權持 

40] 

□ u 

□ m ^50] 

_ 30 

I i 
] 

□不途明度を_挎 

□ 
n 

1 path 1 
洎常_ 
20% 

s 
M 

「一^ rough 
□通常 

m 

降| characterj 
I I 7 
1LJ 10OK 

刻 f line 
_ il常 

1 10仳 

□ 
character 2 

10OK 

n 

line 
iiS 
100S 

②ブラシサイズn 〇』にして、顔のラインから下へと描いて 
いきます 

□ ▲a應画 
ブラシサイズ0_jo iQJi 

最小サイズ n 

量U 
色分延 

混水色 



05 
赤い服の女の子が持つ傘の線画を 

描きます。「ペン入れレイヤーの新規 

作成」を選択して新規レイヤーを作 

成します。丸に近い多角形になるので 

「折線」ツールを利用します。 

ブラシサイズElX 5J0 6,0] 

最小サイズ 
1 ^_ 

U 

ブラシ漉度 U 56] 

折说 

N 

②1■折線」ツールを選 
択。ペン入れレイヤー 
では線の強弱が調整 
できないので、使って 
いたブラシサイズより 

小さめに設定します 

[^| character 2 

1_| 100K 

W 
[71 

タペン入れt 
通常 

,m% 

□ 

line 

100K 

①ペン入れレイヤー 

を新規作成します 

『折線」ツールを利用すると、このようにきれいな直線が描 
けます 

04 
キャンバスを回転しながら傘を描いて 

いきます。こちらの作業はマウスで行 

いました。なるべくマウスを動かさず 

に、「回転」キーを押します。描けたら、 

自由変形して形を変え、「折線」で傘 

の外側と残りの部分を描画します。 
マウスが動いてしまうと線画の先が重ならなくなるので注 
意しましよう 

①「折線』ツールで直線を描いていきます ②図のような多角形を作ります 

③自由変形で楕円にします ④傘の残りの部分を描き込んでいきます 



05 
完成した章と人物の線画を合わせま 

す。私は普段から、背景は線画を作成 

せずに進めています。 

①傘の線画を人物と合toせます 

②線画の完成です 
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下塗りを行う 

nCLIP STUDIO PAINTでラフのファ 

イルを開き、下塗りしていきます。ま 

ず、最下段に新規レイヤーを作成し 

て白で塗りつぶします。 新規レイヤーを作成し 
て白で塗りつぶします 

0色分け用の新規レイヤーを作成し 

て、パーツごとに灰色で塗りつぶして 

いきます。 

②灰色で塗りつぶします 

③髪の毛の先など線画が途切れている部分は閉じながら 
塗りつぶします 

0「Gペンjで塗り残しを埋めて、はみ出 

した部分を「消しゴム」で整えます。 

塗りつぶされていない部分をGペンで埋めます 



消しゴムの「軟らかめ」ツールで、髪 

の毛の先を消して薄くします。 

今 

毛先を薄く消します 

05 
塗り分け作業が完了したら、レイヤー 

を「透明ピクセルをロック」にして、ス 

ポイトでラフから色を取り、各パーツ 

を塗りつぶします。 

® a 

©CLIP STUDIOでは 
このアイコンがSAIの 

「不透明度保護」と同 
じ機能になります 

②スポイトでラフから色を取ります 

③パーツごとに塗りつぶします 



06 
SAUこ戻ります。目と睫毛にも色を付 

けて、頼にオレンジ色に近い桃色で 

チークを付けます。 

WI 

07 
色分け完了です。着物の柄は、シワを 

つけてからシワの流れに沿って描くの 

で、後回しにします。 
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段階目の影付け 

青 い服の女の子から影を付けていき 

ます。「skin」レイヤーの上に影付け 

用の新規レイヤー「s_shadowjを 

作成して、「下のレイヤーでクリッピ 

ング」にチェックを入れます。 

s_shaaow 

171 
if常 
100M 

B skin 
ii黹 
100K保誰 

前に出ている青い服の 

女の子から描いていき 

ます。ブラシサイズr4j 

で、目から描きます 

「マーカー」で影を付けます。色をあま 

0多く使わずに、ひとまず影だけ付け 

てざつくりと塗っていきます。 

①顔から落ちる影を首に描きます。鎖骨も忘れずに表現し 

ます 

im 〇 ▲赢邏 

ブラシサイズED XlD 100.0 

最小サイズ [_5S 

ブラシ濃度 89 

7令 
4 

ブラシ濃度は 

「8〇〜90」 

描画色 

肌の基本色 

②髪から顔に落ちる影も、Chapter 02で紹介したやり方 

で塗っていきます 

③眉毛の下にも影をつけて、顔に立体感を加えます 

④スカート下の太ももに影を付けます 

⑥膝にも影を付けます。「筆」と「消しゴムjで形を整えてし洁ます 

6)ブラシサイズを小さめにして、手のひらや、指、爪の影を 

塗ります 

1^9 



05 
続いて赤い服の女の子に影を付けて 

いきます。先ほどと同様に、首、顔に 

落ちる影を描きます。傘を持つ手の 

甲は、「マ~‘力~Jと「消しゴムJを利 

用しながら描いていきます。 

手に影は、上に重なるレイヤーを言ったん非表示にして、隠 
れる部分もすベて塗っておきます 

04 
他の部位に影を付ける前に、髪飾り 

と、そこから落ちる影を表現します。 

キヤフクタ_のレイヤ_セツトの上 

段に新規レイヤーをいくつか作成し 
ます。「筆」ツールでブラシの形状を 

「丸筆jに変更して、「強さ：100」に 

設定します。花びらの形を意識しな 

がら飾りを描いていきます。ブラシカ 

ラーを若干彩度の低い金色にして、リ 

ボンのように結んだ縄を描画します。 

n 
accessory 
适常 
1005S 

PI 
accessory 2 
通常 
10⑽ 

□ 

accessory 3 

通常 
1觀 

raccessorvj レイヤー 
にバラと白い花を、 
raccessor\/_2j [C$1 

を、’accessory—3バこ 
花びらを描きました 



③髪の毛かS落ちる影を付けながら、「消しゴム」ツールで 
部分的に消すと、毛の質感がより表現できます 

今 

ti Ti r i 
m 

青い服の女の子にも飾りを描きまし 

た。 

「other」レイヤ_の上に新規レイヤ~ 

「o_shadow」を作成し、首にかかる 

フエザーストールに影を塗ります。 

tel 
一 

o_shadow 
通常 

■100% 

llJ 
nil 

other 
通常 
innv 

①新規レイヤー 
「〇 shadow」を作成 

U「下のレイヤーにク 
リツビング」にチェック 

を入れます 

31芾 □ 

プラシサイ;CO [圈BI 

最小サイズ 

ブラシ:;《度 

|(出み 

[テクスチャなし】 

混色 
色延U 

〇詳細設定 

描画品質 |3 

輪？賺齡 
最小漉度 
最大濃度室圧 
筆圧硬妗款 

100.0 
DS 

口撇 SCI 

□ 

□ 

_tm% 

100 

讓圧：0濃度/サイズW混色 

マーか 

夕 
■ 
hL 

②毛のふわふわ感を 
表現するため、ブラシ 

の形状をノイジーな 
質感の「にじみjにし、 
「強さ： 30〜40」に 

設定します 

スカートの中の毛も、同じ方法で影 

を付けます。 

分 

06 



腰に巻いている帯は、Chapter02で 

紹介した服の塗り方と同じく、ひとま 

ずグラデーションを付けて『筆」「消 

しゴム」を切り替えながらシワを付け 

ていきます。 

圉 

n 0 

kimono 
通常 
1005s 

同 

1.， 

r shadow 
il常 
100K 

「各 II j ribbon 

今 今 

着物にも同じ方法でシワを付けまし 

た。 
M 

k_shadow 
^4 if常 

100S 

へ\\ y 

k, V 

^^7 f 

CIHAPTSO? 

1^2 



D新規レイヤー「h_shadow」を作成し 

て、髪の毛に影を付けます。私は主に 

髪の毛が落とす影と、「この辺には絶 

対に影が付くはず」と思う部分に影を 

付けています。 

W h shadow L__1 

S7) 
通“常 
100% 青い服の子の一段階目の影付けが完了です 



1 

/ 

毛の質感を表現する 

①線画を用意します( 

②色を塗ります。白色にするよ 
りベージュ色を混ぜた方があと 
で八イライトが付けやすくなり 

ます。 

③「マーカー」のブラシ形状をノ 
イジーな質感の「にじみ」に変更 

して陰影を付けます。 

/ 

④「消しゴムJツールを選択u 

「ブラシ」ツールと同じく形状を 
「にじみ」に変更して、さきほど 

付けた陰影を消します。 

⑤陰影しィヤーを「不透明度保 
護Jにして濃い色で陰影を追加 
します。 

⑥合成モード「明暗Jの新規レイ 
ヤーを作成して、八イライトを付 
けます。 

同様に、赤の女の子にも影を付けま 

す0 

1段階目の影付けが完了です 〇 
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2段階目の影付け 

太ももも濃い色で塗ります なく影塗りで、紫の濃淡をつけながら表現しました 

1 ^ 



02 
続いて赤い服の子に2段階目の影を 

付けていきます。 

①陰影を強めていきます 
②裏地の影は紫に近い色に設定して、空間の広がりが感じ 
られるようにしました 

今 

色相*彩度 

色相 

本?度 

明度 

M2 

M7 

0ブレむ、 

③着物の色が暗かったので、「色相•彩度」で明るく鮮やか 
な色味に調整しました ④濃い色で耳をもう少し細かく描画しました 

crPTSo? 

け6 



着物の柄の表: 

m着物に柄を入れていきましよう。イ 

ラストがぐっと華やかになります。ま 

ず、青い服の子からです。 

卜1 

□ 

kpattern 3 
通常 " 

,100K 

囹 

n 
k pattern 2 
通常 
100K 

a k_pattern 1 
通常 4 
100 K 

n IA k shadow 
if常 
100K 

M\ 
□ _ 一 

kimono 
通常 
10OX保護 

①パターン用の新規 

レイヤーを3つ作成し 
ました。まずは、下段に 
ある「k_pattem_ "I j レ 
イヤーにグラデーシヨ 

ンをつけます 

②「マーカー_(で色をつけて、「ぼかし」でぼかします 

02 
葉の柄を描きます。彩度の低い綠色 

を選択して、葉の大きさを変えなが 

ら描き込みます。続いて、薄い色の葉 

も加えます。明るい色を選択して、同 

様に描き込みます。 

l^j 
[71 

kjDattern_2 
il常 

一100% 

s k_pattern 1 
通常 

■100K 

①「k pattern 2」レイ 
ヤーに葉のベースを描 

き込みます 



a 「不透明度保護」にチヱックを入れて 

葉に影をつけたら、薄い色で葉の真 

ん中と枠に色をつけます。さらに彩度 

の低い黄色で葉の一部を塗ります。 

1^11 k_pattern 2 
通常 
100K保護 

①1*不透明度保護Jに 
チェック 

04 
パターン用レイヤーの最上段に花の 

柄を描いていきます。白い花を描くと 

きは、影の色を灰色に近い黄色か緑 

色にしたほうが現実感が増します。 

囹 
nyi 

kjsattern 3 
il常 

IIZJ 100% 

①「k pattern 3j レイ 

ヤーを選択しました 

V 零1 

ノ叙 

②影色で形を取ります 

③もう少し白い色て％花びらをざっくり描いていきます 

④明るい色で花びらの枠にハイライトをつけて、真ん中[こ 
黄色で柱頭を描き込みます 



05 
角度の違う花を2つほど描いて複製 

し、「自由変形」で形を変えて着物の 

各所に貼りつけます。 

今 

同じ手順でピンクの花の柄を描き、 

複製して配置します。 

今 今 

07 
ここで卩!1〇1；〇5^1〇口〖こ移0、花（こアウ 

トラインを入れる作業を行います。 

花は「マーカー」ツールで描いていま 

すが、色が少し薄いため、まずは花を 

描いたrk_pattern_3jレイヤーを 

複製し、結合することで色濃く調節 

しておきます。 

ftormaS V 100% * 

Lock: U y 4* fi 嫌loo% * I 

U1^__J1 
I k_p*awn_l copy 

9 k^padtm_3 

» 
及 I k_paet*m_2 ^ 

承 r 1，1 

/*, 0,」4J 今 

SCnsAe 

Width：顧 

Color:[ 

Lootion 

花の輪郭に沿って選択範囲を作成 

し、編集（Edit) メニュー-J境界線 

(Stroke)」を適用して花に金色のア 

ウトラインを付けます。 

「Ctrijキーを押しながら「k_ 

pattern 3』レイヤーのサ 

ムネールをクリックし、編集 
(Edit) メニュー—「境界線 
(Stroke) _iを適用します。 
Chapter Q1〜02でドレスの 
装飾に行ったのと同じ手順です 

Insade * Center Outsidt 

Btendng 
Hornigl 

100 % 

Preserve Transparency 

1 ^9 



09 
SAIに戻ります。工程01で着物全 

体にグラデーションを付けた「k_ 

pattern.!」レイヤーに移り、残りの 

柄を描き込んで、帯にも柄を入れま 

す。着物が派手なので、帯の柄は抑 

え気味にします。 

色相■彩度 

耘度 

順 

@ブレ£ュー 

①残りの柄を描き込みます ②「色相v彩度」で色を調整しました 

D赤い服の子にも同じ工程を繰り返し 

ます。 今 今 

分 

①グラデーションを付けて、花のベースを描きます 

②間違えてグラデーションと花を同一のレイヤーに描いて 
しまったので、ここではアウトラインをを直接描き込みまし 
t 4 4 I- f + P 

白い花も描き込みました。着物の色となじむように赤みを 
加えました 



残りの柄を描き込みます 〇 

ストールにも柄を描き込みました 

柄付け完了です。イラストが派手になるの 

で、衣装に柄を入れるのは好きな作業です。 



/ 

小さな花をかんたんに描く方法その2 

花の描き方はChapte「02のコラムでも解説しました 

が、ここではもっと丁寧に描画する方法を説明します。 

己 

①「マー■力一」で花の形 

を取ります。形は丁寧 
に描く必要はなく、ざっ 
くりで問題ないです 

St 

②色を濃くして花びら 
を描き込みます 

③同じ色で、ブラシの 
濃度を下げて（ここで 
は「26j)真ん中に色 

を塗ります 

〇 
④同様の方法で、3枚目の花びらを描き込みます 

⑤重なった花びらから 
落ちる影を付けます 

5L 

⑥輪郭にも少し陰影 
をつけます 

⑦真ん中に柱頭書き 
込むと完成です。上に 
重なった花びらの色 
を濃くすると透明感 
のある花が表現でき 
ます 

白い花を描画するときの注意点： 
背景の色が薄い場合は、一番下の花びらの色を薄くする 
とあまり目立たないので、色のある花とは逆に、違くどん 
どん色が白くなるように描画しましょう 
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キャラクターの仕上げ 

D細かい陰影や八イライトを加え、キヤ 

ラクターを仕上げていきます。まず 

は先ほど描き込んだ着物の柄に影を 

付けていきましよう。 

固 k shadow(2‘" 
PS 

 kctK効果 

a 

n 

k gold 
il# 
m% 

s 

n 

k shado刊(2… 
盖结 
1005i効里 

i^&i i 

n 
kpattern 3 
通常 _ 
m% 

n し) 

k shadow(2... 

_100%効里 

□ _ 
1 

k_pattern 2 
通常 
10OK保護 

m 

门 

k shadow(2) 

icio%効果 

f-4*! f ■レ fi 1 

着物の影のレイヤー 
を必要数分複製し、 
着物の柄を描いた各 
レイヤーの上にそれ 

ぞれ配置して「下の 
レイヤーでクリッピ 

ング_!を適用します。 
各影レイヤーの合成 
モードは「乗算Jにし、 

「水彩境界』効果を 
設定。影色もそれぞれ 
調整しました 

□画材効果 

用願感 【貢感なし】 □ 

画M幼果 水彩境界 Qj 

m 3 m 100 

合成モ—ド乗笪 n 
不通明度 100* 

口不通明度(呆諸 
0下のレイトで切ッヒ^ 
領域検出元に指定 

花のアウトラインがあまり目立たない 

ので、「水彩境界」効果を入れるなど 

して目立たせます。 

fH k gold 
1 1 

IZI if常 
1G0K効里 

①花の境界線のレイ 
ヤー「k golcfj に「水 

彩境界」効果を追加 

②「k gold」レイヤー 

の上に新規レイヤー 
を作成し、新規レイ 
ヤーを作成しハイライ 
卜を描き加えてアウト 
ラインがより目立つよ 
うにしました 



E境界線のレイヤーを結合して整理し 

たら、合成モード「オーバーレイ」の 

新規レイヤーを作成U着物の柄の 

レイヤーにクリッピングします。柄に 

も少し八イライトを加えておきます。 

■ 

|刁 

レイヤー2 
才'■パ'"レイ 
100X 

kj)attern_2 

100«保護 

:命 
1( 1 

kjsattern 1 
if常 
▲ m ^ 

04 
顔の鼻と唇を描画します。影に反射 

光をつけて、彩度の高い色で影の境 

界にも色をつけます。 

スカートの裾の毛の影色を取り、太 

■■もものスカ-卜に隠れた部分に色を 

つけて違和感がないようにします。 I SII— H s shadow 

国 レイヤ 
适常 
eox 

①肌の影を描いた「s_ 

shadow」レイヤーの 

上に新規レイヤーを 
作成しました 

②『エアブラシ」を使って太ももの上部にスカートの裾の影色を塗り、『不透明度：60%』に設定しました 

©太ももの内側に濃い色を塗って陰影と八イライトをつけました 



07 
着物に反射光を付けます。あまり明 

るくならないように注意します。 

着物の影の上に新規レイヤーを作成U反射光を描画 

WSMM Chapter02で解説した方法で瞳を 

mm酬します。 

①濃い色で影を付けて、明るい色で瞳の下段に色を乗せます 

②「エアブラシ』で瞳の真ん中に濃い色を乗せ、不透明度を 

調整したあと結合します 

③白目を描きました。真っ白だと浮いてしまうので、肌色よ 
り若干薄い色に設定しています 



Chapte「02で解説した方法で髪飾 

りの花を仕上げました。 

イラストの最上段に八イライト用の新 

規レイヤーを作成し、瞳とまつ毛に八イ 

ライトを付けます。 

□ 
□ 10OK 

17] 
white lii .10OH 

Ml accessory 

最上段に八イライト用 
の新規しイヤー「wh ite」 
を作成しました 

-> 

髪飾りに濃淡を付けました。花の塗り 

方と同様ですが、花1本ではなく花びら 

なので、どの辺りに光が当たるか考え 

ながら影を付けます。 

囹[ 
1711 

accessory 
通常 
100%^ 

accessory, 
遜常 
100% 

①髪飾りを描いたfac 

cessory_2jレイヤーを 

「不透明度保護」に設定 
しました 

う 

②ベた塗りの状態だった髪飾りにグ 
ラデーシヨンを付けました 

③光の方向を考えながら影を入れ 
ます 

④「不透明度保護」を解除し、花びら 
の下を若干消して透明感を表現し 
ました 

CX-APTS, 2 
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靴下を仕上げます。肌の色を「スポィ 

卜」で拾い、肌と接する部分に色を乗 

せます。 

赤い服の子の帯を描き込みす。薄い 

素材なので、後ろにあるものの色が 

透けているように色を塗ります。 

レイV— 1 
通常 
1005S 

S 
□- 

fl p 

A 
ribbon 
通常 
10036 

「エアブラシ」で縁に濃い色を塗ると、 

より透明感を加えることができます。 

帯の他の部位にも同様の方法で透 

明感を表現していきます。 

髪の毛は、光が当たる部分を明るく 

して、影との差を強調します。 

ra r hair 
L J 

[7| 10OK保護 
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髪飾りを青い服の子と同様の手順で 

描き込みます。 

①影を入れて暗くしました 

②花びらの縁を描いて、パラを表現しました 

165 

③白い花を描いて、バラに反射光を描き込みました 



/ TEchNiQUES 

透明感の表現 
透明感を表現するコツを紹介します。 

①透明(こしたい色より若 
干薄い色を塗ります。 

□ L 

②濃い色で輪郭の内側 
に沿って色を付けます。 
透けて見える表現は中 
央部に入れます。地の色 

が白なのて％白に近い色 
を薄く塗ります。 

③重なった部分はどんど 
ん濃くなっていくように 
表現してください。ここで 
は上に重ねたレイヤーの 
合成モードを『乗算Jに 
設定して重なり部分が濃 
く透けるように表現しま 
した。 

1^1 

[71 

レイヤー1(2) 

100m 誰 

1^1 

□ 
r\ 

レイヤー1 
ii常 
100%保讓 

/ TEchNiQUES 

色の微妙な変化を表現する 
同じ色の物でも、物の位置と背景の色によって見え方 
に違いが生まれます。以下を参考にしてみてください。 
色は奥に行くほど背景色に近づくイメージです。 

背景色：白 

背景色：黄 

背景色：ピンク 

背景色：黒 
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背景を描き起こす 

n背景を描いていきます。まずは、一 

番最初の工程で作成したラフのレイ 

ヤーセットとゾくース線やグリッドを 

描いたレイヤーを最下段に配置しま 

す。次に、ラフのレイヤーセツトの「不 

透明度jを30%程度に下げ、表示を 

薄くしておきます。 

(Dラフのレイヤーセツト 
「rough jと、パース線 
のレイヤー「path_J』 

を最背面に移動し、 
「不透明度jを下げま 
した 

②背景にラフが薄く表示されました。図はパース線が非表 
示の状態です。表示/非表示を適宜切り替えてラフやパー 
ス線を参考に見ながら、背景を描いていきます 

02 
ラフの下に新規レイヤーを作成し、 

背景の建物の屋根の一部と地面を 

描きます。「矩形選択」ツールで長方 

形の選択範囲を作り、「バケツ」ツー 

ルで塗りつぶす手順で建物の面を作 

り、形を取っていきます。 

I rough 
H |J ^ iiS 

1 m% 

1 
通常 
100K 

①ラフの下に新規レイ 
ヤ—『しを作成しまし 

た 

「-1②『矩形選択』ッ—レを選択して建物の面の部分に選 
Ld 択範囲を作成しました 

③「バケツ」ツールで選択範囲内を塗りつぶしました 

④屋根の一部と地面を面ごとにベた塗りした状態です 



パーツごとに新規レイヤーを作成し 

ながら、ベた塗りで背景を塗り進め 

ます。新たに新規レイヤーを3つ追 

加で作成し、柱や賽銭箱などを描き 

ました。 

1_1 100K 

1 
通常 
100K 

Ml Ul 12 

J 1O0K 

a 
nr 

雀常 
h刪 

hi l4 J1S 
J um 

① 新規レイヤー「2 jを 
作成し、左右の赤い柱 
と赛銭箱を描きました 

② 新規レイヤー「3 jを 

作成し、天井を描きま 
した 

③ 新規レイヤー「4」を 

作成し、布（御幕）を描 
きました 

さらに新規レイヤーを2つ追加で作 

成し、格子窓を塗りました。これで背 

景のレイヤーが6つになりました。上 

のレイヤーには近くのもの、下に行く 

ぼど遠くにあるものを配置していま 

す。ここで描いた窓格子が最も奥に 

あるものです。 

③レイヤー「5」の窓部分を塗り終えた状態です ④レイヤー「6」の格子部分を塗り終えた状態です 



パーツの大きさを適宜調整しなが 

ら、背景の建物に大まかな影を入 

れていきます。まずは、作業するレイ 

ヤーを「不透明度保護」に設定。続い 

て「矩形選択」ツールで影部分に選 

択範囲を作成し、影色で適当に塗り 

つぶします。 

[71 
i 
s腳 

nl 
一2 

常 
100K保諾 

ni 1腦 1 II 1 100%^ 

n 
K 
im 
m% 

n" 

5 i居常 

①影を入れるパーツの 
レイヤーを「不透明度 

保謹_!に設定しました 

②大まかな影を入れました。塗りながら屋根や天井の高さ 
などに調整をかけています 

06 
Webなどで実際の神社の画像を見 

て参考にしながら、各パーッを描き 

込んでいきます。ここでは、布（御幕) 

に切れ込みを入れました。続いて、左 

右の柱に木材の質感を加えるため、 

「マーカー」ツールで影の境界に凹 

凸を付けていきます。 

①布（御幕）に切れ込みを入れました 

マ吩 ②木材の質感を描くため、1'マーカー』ツールを選び 

ました 

通常 {J ▲轟•_ 

ブラシサイズG xt 〇 _ 29.0 

最小サイズ U) 1 

ブラシ漁度 

[テクスチャなし】 〇 
混色 1 3 

色延U 9] 

□■麵挺 

描画品質 | 3_Q| 

最小消度 
最大漉度筆圧 

0 
〇) 

10ox 
筆圧硬#歓 100 
筆圧：0濃度0サイズ0混色 

③■マーカー」ツールの 

設定です。「ブラシの彤 

状の選択」にノイジー 
な質感の「にじみ」を選 
択しました 

£3 
_の地色を_しました 



⑤元の状態です ⑥影との境界を凹凸に塗り重ねました 

0ブラシに強弱を付けながら、柱に木 

目を描き込みます。その後、上に新規 

しイヤーを作成して「下のしイヤー 

でクリツビングjを適用し、柱の下部 

に少し濃い影を入れます。 

a 
0 

レイヤー1 
通常 
100K 

1 
2 
通常 
100K 保_ 

④柱に着彩した「2jレ 
イヤーの上に影用の 

新規レイヤーを作成 
U r下のレイヤーでク 
リツビング」を適用し 
ました 

iiw_ M JL龜纖1 ■ 

ブラシサイズ□ xl JO 18.0 

最小サイズ1__ 

ブラシ;港度 HI 
「に!^_□ 強さ 44 

Rテ;?スチ¥なし1 □ 

①『マーカ—』ツール 

の設定を変更し、『ブ 
ラシサイズ」を小さく、 
「ブラシ濃度』を下げ 
て薄く、ブラシ形状の 

r強さ」を少し高めに 
調節しました。この後 

も適宜調節しながら 
描きます 

雛の影色を選びました 
己■ 

③柱に木目を描きました。右側の柱も同様に描きます 
⑤左右柱の下部に薄く影を描いて暗くしました。描けたら、 
影レイヤーを柱本体のレイヤー『2jに結合しておきます 



③影部分にも木目を追加し、影の境界を濃く塗り重ねました 

①柱に着彩した「2」レ 

イヤーの前面に新規 

レイヤーを作成し、合 

成モードを「才ーバー 

レイ」に設定しました 

③左右柱の上部に薄く色を重ねて明るくしました 

rough 
通常 
100S 

0 

□. 

1 
11常 io⑽ im 

囹 
|[?1 r 

IHV^i 
オづトレイ 

J 10 

nl \hm 1 

a 一 ち常 110031 

n 圓 
5 
il常 
100%保讓 

0^ 

己 
②明るい色を選びました 

先ほど描いた木目よりも濃い色で、 

柱と柱の影との境界をさらに暗く塗 

り重ねます。それとともに影部分に 

も濃い色で木目を描き込みました。 

①元の影色よりも濃し泡を選びました 

[I論 □ 44 

[テクス升なし】 □ 

②「マーカ ーjツールの 

『ブラシ濃度」を高め 

に設定しました 

柱の前面に新規レイヤーを作成して 

合成モ^—ドを「オーバ—レイ」に設定 

し、柱の上段を明るく塗ります。 

09 

CX-APTS, 2 

174 



B明るい色のニュアンスを調節しな 

がら、木目の凹凸部分に沿わせるよ 

うに八イライトを描きます。なお、細 

部の描写には「筆」ツールを使いま 

した。凹凸を過剰に付け過ぎると不 

自然に見えてしまいますので、時折 

キャンバスを縮小して全体のバラン 

スを見ながら描きます。 

翌 ①細かい八イライトを描写するため「筆」ツールを選択 
しました 

ブラシサイズ〇 
最小サイズ 

:MW._29.0] 

!_0XJ 

ブラシ湄度 

【通常®円形】 "SiOa 
【テクスチャなし】 D 

②「筆Jツールの設定です 

|a③八イライトを描くため柱のベースよりも明るい色を選 
Qびました 

■1、 mm ©色のニュアンスが異なる八イライト色も取り入れます 

〇 

〇 

⑥画面を引きで見てバランスを整えます 
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TEchNiQUES 

3.木目を描き込む 

分 

通常 C 

ブラシサイズQB 

1 JkMM m 
7十| 

〇 20』 

/ 

木材の描き方 
今回のイラストでは、背景に神社を選んだため、さまざ 
まな木材のパーツが出てきます。彤は違えど描き方と 
しては基本的に共通ですので、ここでその手順を紹介 

します。 

木材の形を取る 

ベースの色を決めて 
木材の形を塗ります 

[am fl 
ブラシサイズ□ W JO 

最小サイズI_ 

500,0 

〇ズ 

ブラシ漉度 95 

[九筆 ^@ m too 

【テウスチヤなし】 □ 

使用ツールは「筆」 
で、ブラシ形状を平 
筆状の「丸筆jに設 
定しました 

2,陰影を付ける 

暗い色を選択し、影 
部分を塗ります。木 
材は加工品ではあり 

ますが、自然さを持 
たせるため陰影の 
境界を少し凸凹にし 
ています 

最小サイズ丨_幽 

ブ5シ治度 63 

[lrb» □ 

1【亍クスチャなし】 □ 

ブラシを「マーカーjツールに持ち替え、ブラシ形状をノ 
イズの入った「にじみjに設定。ブラシサイズを少し太め 
に設定して、強弱を調整しながら適当に曲線や楕円形を 
描き込みます 

4.八イライトを付ける 

ガ/ 明るい色を選び、木目 

f ダ の流れに沿って細か 
くハィラ仆を描きま 
す。さらに、大きく光 
が自たる部分や影の 

胃/ 境界にも細かく光を 
描き込んで完成です 
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mム ③窓ガラスの輪郭を凸凹に削るため、「消しゴム」ツール 

を選びました 

1▲息墨: ■: 

ブラシサイズ□ PH 28.0 [ 

最小サイズ OX 

ブラシ_ 1 

[にb办 

「【テクスチャなし】 B1" 

④「消しゴムJツールの 

設定です 

⑤マス目状に着彩した窓ガラスの塗りの輪郭を削って凸凹 

にし、影を描き込むことで木製の格子Sしい質感と立体感 

を表現しました 

③格子部分に着彩し 

たレイヤー「6」を選択 

しました 

通帘 

ブラシサイズロ 
最小サイズ 

ブぅケ遭度 

(こじみ 

画用紙 

□ 
x 10 U 

0% 
?s 

p m so 

H|l— so 

30 

_o 

iコ不速明度を键持 

「筆」ツールで格子窓の影を描きま 

す。格子は窓より少し前に出ている 

ので、立体感を意識して影を入れま 

す。木材の質感を表現するため、影 

は均一にせず、少し変化を持たせま 

した。また、格子部分も先ほどの柱と 

同様（工程06參照）、輪郭に不規則 

な凹凸を付けました。なお、格子のマ 

ス目は窓の塗りで表現していますの 

で、これらの作業は窓の塗りに手を 

加える形で行なっています。 

s %_ 714 
ii常 

—10OK1呆盡 □ 

Bl :B 4 

~|5 
_ il常 
iJ 10OK 0 

ctTxtS 

PC 

12: 

①窓に着彩した「5 jレ 

イヤーを選択。格子部 

分は背面のレイヤーに 

ベた塗りで大まかな明 

暗のみを付けてあり、 

格子のマス目は窓の塗 

りで表現しています 

色として格子のベースよりも濃い色を選びました 

格子の塗りのレイヤ_を選び、「筆」 

ツ_ルを細めに設定して、先ほどと 

同じ影色で格子に木目を描きます。 

①木目を描くため「筆」ツールをベースに設定した「クレ 

ヨン」ツールを選びました 

②「筆』ツール(クレヨン)の 

設定です 

ウレヨン 
里0 

色ハR延 
混水色 

④格子部分に木目を描き込みました 
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じ 
窓部分に差し込む光と、その上部に 

ある布（御幕）のしわを描きます。窓 

部分は、塗りの前面に新規レイヤー 

を作成して合成モードを「オーバー 

レイ」に設定し、白でグラデーション 

を付けました。布（御幕）部分は、塗 

りのレイヤーを「不透明度保護Jに 

設定して明暗を描いています。 

通常 
lOOKfSH 

sn 3 

思荔保護 

@r 

□L 

賴I 
4 
通常 
10OK保護 

\A 
-レイヤー1 
オーバーレイ 

.100% 

dl 
■ t 曹•= r n 

5 
ii常 
100K 

sn 

n I 3 6 
ilffi 
10OK 

① 布(御幕）に着彩した 
「4jレイヤーを「不透 

明度保護jに設定して 
明暗を塗りました 

② 窓に着彩した「5jレ 
イヤーの前面に「合成 
モード：オーバーレイ」 

の新規レイヤーを作成 
して光を描きます。描 
き終えたら背面の『5』 
レイヤーに結合します 

7一か 
^③「マーカーIツールを選びました 

通帘_@ 1▲廬雇 ■ 

ブラシサイズ 500,0 

最小サイズ[_〇* 

ブラシ;®度 1i：ii：i 

しにじみ ~~m 強?_i£| 

@「マーカー」ツールの 

設定です。ブラシサイズ 
を大きくしましfo 

窓に差し込む光と布(御幕)の明暗を塗り終えました 

E地面を描き込んでいきます。ここで 

は、まず「マーカーJツールで人物か 

ら落ちる影を描きました。また、画面 

最下部の塗り面は当初影色の長方 

形の状態でしたが、ここで輪郭を塗 

り重ねて凹凸を付けました。 

①地面に着彩した「1J 

レイヤーを選びました 

_画色を地面の影色に設定しました 

(通常 u ▲廬纛 

ブラシサィズロ xi jo 160,0 

最小サイズ _9%} 
ブラシ漉度 4 

画み □撇 34 

③「マーカー」ツールの 

設定を変更し、「ブラシ 
濃度Jを大きく下げま 
した 

④人物から落ちる影をグラデーション状に塗り重ね、手前の 
ベた塗り部分は輪郭を凸凹にしました 



D地面の石畳を描きます。石は形をラ 

ンダムに変えながら、地面の影色で 

描画。描けたら描画色を濃い色に変 

更し、影部分にも石を描き込みます。 

ツ~Jレはここでも「マーカ_」を使 

い、ブラシサイズや濃度を適宜調節 

しながら塗っています。 

^①「マーカー」ツールを選びました 

②地面の影色を選び、明るい部分に石畳を描きました 

lb③さらに濃い影色を_部分の石畳を描きました 

各：)石畳を描き込んだ状態です 

地面のベース色よりも少し濃い色を 

選び、「筆」ツールで石置に濃淡を付 

けます。 

m /①「筆Jツールを選びました 

芝②描画色を地面のベースよりも少し濃い色に設定しま 
a[__ した 

D地面のベース色よりも少し明るい色 

を選び、石畳の凹凸部分に八イライ 

卜を描き加えます。 

Q)J Vイライト用に明るい色を選びました 

③石の質感や立体感が出るように意識して陰影を塗り重ね 
ました 

②八イライトを加えました 

16 



□ 

地面の影の部分にも石畳の八イラ 

イトを描き、凹凸を表現します。明る 

い部分と影部分の境目付近には、や 

や明るいグレーを置いて境界をなじ 

ませ、他の凹凸部分には濃いめのグ 

レーを置くなど、色のニュアンスを調 

整しながら描きました。 

①部分の/ \イライトを描くため、やや濃しヽめのグレー 
を選びました。明部との境界付近を描く際はもう少し明 
るい色を選びます ②ハイライトを入れ終えた状態です 

柱や格子と同じ要領で、天井の木材 

の輪郭にも凹凸を付け、木目を描き 

ました。 

20 
背景の大枠を塗り終えました。この 

あと、予定したパースに沿って背景 

全体に角度を付けていきます。 

， 

CX-APTEI 广 2 
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②背景パーツのレイ 
ヤーをどれか1つ、こ 
こではレイヤ_「1Jを 

選択しました 

③レイヤ^一 n jを除く 
すべての背景パーツ 

のレイヤーに対して 
瞳のアイコン下のボタ 

ンをクリックし、赤い 
ピンを表示させまし 
た。これで移動•変形* 

フィルタの適用を選 
択中の「bレイヤーと 
同時に行うことができ 

ます 

背景をおよそ描き終えたため、ラフ 

作成時に予定していたパースに合 

わせて背景全体を変形します。まず 

はパース線のレイヤーを再表示さ 

せて、背景の全レイヤーが同時に変 

形できるようにレイヤーパネル上で 

設定します。その後、「レイヤー」メ 

一 —「自由変形」でパース線に ユ 

沿って背景全体を変形します 

M 
n * 

path 1 
通常 
30尨 

1_1 100K 

a 

a 

1 
通常 
100M 

(!)パース線のレイヤ_ 

「path1』を表示さ 
せ、「不透明度：30%』 
に設定しました 

@「レイヤー」メニュー-^「自由変形」でパー⑤変形完了です 
ス線に沿って背景を変形しました 

圃 |1 

[71 
通常 
m% 

0 

0 

0 

UI 
通常 
100M 

通常 
100K 

Tf一 j 

il常 
100K保護 

通常 
100K 

ii常 
100K 

BSSMHfl! 

f i 

sn □□ 

CIHAPTERO? 



22 
賽銭箱に影を入れます。まずはブラ 

シサイズを大きく設定して全体にグ 

ラデーシヨンを付け、続いて細いブ 

ラシで箱の凹凸に応じた細かい影を 

描きます。賽銭箱は木製のため、柱 

や格子と同じように不規則な凹凸を 

付けながら影を入れました。 

①「マーカ—』ツー」レを選びました 

己 
:賽銭箱の影色を濃しヽ紫色に設定しました 

③上部が明るく、下部ほど暗くなるようにK銭箱全体をグラ 
デーション状に着色後、凹凸によってできる影部分を塗りま 
した 

25 
賽銭箱の下に新規レイヤーを作成 

し、箱の底の部分を影色で塗りつぶ 

して底面を作ります。 

囹 
门 L. 2 

通常 
100K 

||[ — 

1レイ 
ii* 

」100K 

②赛銭箱の影色よりもやや明るい、濃い目の紫色を選 
びました 

H) n 

①柱や賽銭箱に着彩し 
た「2』レイヤーの下に、 

H銭箱の底面を作るた 
めの新規レイヤーを作 
成しました 

通常 
100% 

j： m㈣細 
I 欄 

③賽銭箱の底部分に色面を作りました 

24 

汩しゴム 
♦ 

パース線に沿って「消しゴム」ツール 

で不要部分を削り、賽銭箱の底面の 

形を整えます。 

①「消しゴム」ツーjレを選択しました 

②/でースに沿って底面の形を作りました 

CIHAPTSO? 
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25 
さらに濃い影色を使い、「筆」ツール 

で底面を適当に描き込みます。その 

後、「エアブラシ」ツールを選び、ブラ 

シサイズを大きく設定して影の境界 

を明るく塗りました。 

①描画色を濃し\紫色に設定しました 

/②「筆」ツールを選択しました * 

③底面に陰影を加えました。奥側には賽銭箱の足も描いています 

B底面と前面の境界部分に「エアブラ 

シ」ツールで茶色を塗り、明るくしま 

す。塗り終えたら、底面部分を賽銭 
箱本体のレイヤーに結合します。 

①描画色を賽銭箱のベース色よりも少し暗い茶色に 
5T 設定しました 

J7TW] 

k\ 
②「エアブラシ」ツールを選択しました。設定は「ブラシ 
サイズ: 500/ブラシ濃度: 22jです 

③底面の手前を明るくしました。光が当たる手前側は木の 

色が見え、奥に行くほど暗く色味も見えにくくなります 

D描画色を少しずつ変えながら、賽銭 

箱に木目を描き込みます。 

¥0^ 筆jツールをベースに設定した「クレヨン」ツールを 
A選びました 

退常 □ ▲嬴龜a 
ブラシサイズ[dr 22.01 

最小サイズ n 
ブラシ消度 30 

[にじみ 圍 50 

画用紙 圓 50 

混色 30 

水分量 〇 
色延び 〇 

□不通明度を維持 

②『クレヨン/ツールの 

設定です 

③色味を変えながら木目を描きました 



②赛銭箱の木目の各所に八イライトを描き込みました 

今 

N 
④柱や？?銭箱に着彩し 
た「2jレイヤーの前面に 

新規レイヤーを作成し、 
「下のレイヤーでクリッ 

ビング」を適用して柱部 
分に色を乗せました 

先ほど描いた木目のところどころに 

八イライトを入れます。木製箱の地 

色を考慮し、八イライトは若干オレン 

ジ寄りのグレーで描きました。 

①描画色を若干オレ 
ンジの混ざったグレー 
に設定しました 

左右の柱に色味を追加します。ここ 

では、柱の塗りの前面に新規レイ 

ヤーを作成し、左右の柱の上部と下 

部に大きなブラシで濃い目の青を薄 

く重ね塗りしました。 

E3 

7-か 

t3 
①青みがかった濃いグレーや、濃い青を調節 
して使いました 

②「マ_力_」ツールを選びました 

通常 cKa 

ブラシサイズ□ X1PM 
最小サイズ 

ブラシ漉度 

500 

GS 

|にbみ n@fi 

[【テクスチャ&し】_ □ 

13 

10 

@「マーカーiツールの 

設定です。広い範囲に 
薄く色を重ねるため、ブ 
ラシサイズを大きく、濃 
度を低く設定しました 

混色 

色延U 

29 

CIHAPTSO? 

154 

⑤左図が柱への着彩前、右図が着彩後の状態です。柱の上 
部と下部に薄青い色味を加えています 



⑥反対側の柱も同様に青みを加えました ⑦現在の状態です 

50 
天井に格子を入れます。縦長の長方 

形の色面を横に並べた画像素材を 

用意し、パース線を参考に変形して 

角度を付けます。ここでは、以前作成 

したストック素材を使いました。 

囹 
n 1 — 

2 

二嫌 

0. 

Layer 1 

lOOKfigl 

|も常 
1100% 

①柱ゃ賽銭箱に着彩 
した「2」レイヤーの背 

面に新規レイヤーを 
作成し、天井の格子を 
入れました 

②整列させた長方形の素材を配置しました 

jT 

③「レイヤー」メニュー->「自由変形jで天井部分に合わせて 
変®しました 
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a天井の格子にも柱などと同じく木材 

の質感を描画します。 

W\濃い青紫で木材の影色を作りました 

H柱の下部に装飾を描きます。まず 

ベースの色で形を取り、続いて影を 

描き込みます。 

①ベ-ス色に暗めの紫色を選択しました 

In②少し濃い同系色で影色を作りました 

H縄を描きます。ブラシ形状を「平筆」 

に変更して適当に縄の形を描画し、 

複製して左右反転したりしながら貼 

りつけていきます。縄の配置を整えた 

ら、鋭角になっている部分を「消しゴ 

ム」で消します。 

①新規レイヤーを作成して縄を描き、必要数分複製して向 
きや配置を整えます 

门. 

1 
通常 
100K 

出ふ常 
10054 

n 

2 
- 51常 
—100K 保 H 

②配置が済んだら、 
「消しゴム」ツールで 

形を整えます。複製し 
たレイヤーは1つに結 

合しました 



縄のレイヤーを「不透明度保護」にし 

て、着彩します。次に、合成モード「陰 

影」の仮レイヤーを作成して「マー 

力一」で適当に影をつけたら、「筆」で 

細かく描き込みます。 

0 
[71 

— 
Jパ， レイヤー1 

陰影 
m% 

M\ 

-i t 
|，f | k 1 0 

11常 
100M保諾 

影色を若干黄みがかった色に調整し 

ました。その後、影部分を縄本体のレ 

イヤーに結合し\八イライトや反射光 

を描き込みます。 

今 
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56 
現実感のある背景にするため、地面 

に苔などの植物を描き込みました。 

①地面と建物の接地部分に苔を描画 ②小さな草花も描き込みました 

■m 

〇 

H背景の要素はほぼ描き終わったの 

で、キャンバス全体を確認しながら細 

かい装飾を追加していきます。 

建物の上部が地味に見えるため、手 

前側にあった板の形を変更。縄の上部 

と格子が見える面積を増やしました。 

今 

①建物の上部の手前側にあった板の形を描き直しました @縄の上部が以前よりも露出したため、塗り足しておきます 
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59 
新規レイヤーを作成し、縄の上部に 

鈴を描き込みます。「筆」の最小サ 

イズを「7Cbにして鈴の形を描画し、 

「エアブラシ」で真ん中に濃い色を 

塗ります。 

通 
40 

陰影を整えて八イライトをつけたあ 

と、反射光をつけます。 

^ * m 
鈴が吊り下がっている紐を描きます。 

その後、鈴のレイヤーを複製して他の 

縄にも配置していきます。 

縄の背後にある布（御幕）に柄を描き 

込みました。 

I議 
189 



45 
今回の絵の中には樹木を描いていま 

せんが、周囲には葉の茂った木々があ 

ると想定し、木から落ちる陰影を描き 

込みます。こうして日差しの強さを表 

現すると、背景はある程度完成です。 

細部の調整はまた後ぼど行います。 

□ 
门 i rough 

适黹 
1005； 

a レイV一 1 
mm 
100K 

white 
il常 
too% 

①最上段に新規しイ 
ヤーを作成し、合成 
モードを「陰影」に設 
定しました 

②周囲の樹木が落とす影を描き込みました 



全体の仕上げ 

h shadow 
if常 
m% 

色をさらに濃く設定し、影の中を「筆」 

と「マーカー〗で描画しました。 

S r 
0 

イラストの仕上げをしていきます。 

先ほど木漏れ日を表現した陰影レイ 

ヤーをキャラクターの下段に配置し 

てから、キャラクターにそれぞれ合 

成モード「陰影jの新規レイヤーをク 

リッビングします。こちらのレイヤー 

に木から落ちる影を描き込みました。 

レイV—2 
mm 
m% 

陶 character ! 
H L I 
1_1 100K 

B. 

レイV^3 
陰S 

■100S 

髪につけた陰影の色を「スポイトjで 

取り、もう少し濃い色に設定し、影の 

境界を塗ります。 

02 



04 
髪に牽の反射光を付けます。章の影 

の色を「スポイト」で取り、仮の新規レ 

イヤーを作成して、髪の毛の流れに 

沿って「マーカー」で塗っていきます。 

その後レイヤーを結合します。 

回. 

S 
□1. 

r 

レイや一4 
通常 
100K 

h shadow 
if常 
1咖 

ii 

05 
合成モード「スクリーン」の新規レイ 

ヤーを作成します。顔にかかる髪に 

「エアブラシ」で薄いオレンジ色を塗 

り、透明感を表現します。その後、赤 

色で後ろ髪の先を塗ります。 

_①前髪の先など、顔にかかる髪に薄いオレンジ色を塗り 
ました 

卜1 

0 
n 

h_screen 
スウリつ 
1005¢ 

h_pattern 

ぼ晒 

E3 
②^で後5髪を塗りました 

髪に八イライトを付け、髪の筋の一 

部にも「筆』ツールで白色の八イライ 

卜を描き込んでいきます。 
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光の影辨で明るくなった部分 

▲ 
反射光 

線を太くしたい場合は、「Filte「j-「Other」-「minimunjから 
数値を上げてください 

♦- 

未着手だった章の描き込みをします。 

傘の内側に、下のような感じで色を付 

けます。 

K1 o_shadow 

m 

常 
.100K保護 

傘の方向に合わせて適 
用しました。ブラシ形状 
は「平筆』に変更して質 

感を表現します 

Photoshopに移り、「ラフの作成」で 

使ったファイルを利用して、傘の骨を 

作り出します。 

crAPTERo? 
9 



09 
「ペン入れレイヤーの新規作成」で新 

規レイヤーを作成し、「Line」ツール 

で外側の骨を描きます。 

m 
しイヤー名を「Umb「ella_2jに変更 

して「不透明度保護」し、内側の筋の 

色に合わせ色を塗りつぶします。その 

後、陰影を付けます。 

I other 
通常 
腿保護 

[旁]ハ—character 2 

□ iiS 
100K 

囫 Umbrella 2 

0 
SJ常 
iook im 

194 



Bキャラクターに八イライトを付けま 

す。各パーツの数に合わせてレイ 

ヤーを作成するとレイヤーの数が多 

くなりすぎなので、キャラクターのレ 

イヤーセツトの上に「明暗」レイヤー 

(「Highlightj)を新規作成して、こ 

のレイヤーにまとめて八イライトを 

付けていきます。まず服に反射光を 

付けます。キャラクターの下の色に 

合わせて、紫色が混ざっている灰色 

で塗りました。 

1^1 
[71 

Highlight 
明暗 
100K 

S 
□ 

shadow 
除S5 
1005¢ tin 

character 2 
ii常 
100K 

D背景が白ではないので、帯のリボン 

の色を修正していきます。リボンの下 

にある背景の色を「スポイト」で取り、 

「エアブラシ」で色を塗って透明感を 

表現します。 



n髪の影レイヤーを「不透明度保護」し 

て、陰影の境界に紫色でポイントカ 

ラーを塗りました。 

レイヤーセツトの中の一番上段に新 
0- 

[71 

^vhite 

規レイヤ_を作成し、光が当たる部 iiffi 
■10OK保發 

分を描画します。 

園 
□ 

character 2 
通常 
100K 

圈 white 
通常 

.t咖 

①光が当たる部分を白色の「筆』で塗りました 

③「不透明度保護」にして、他の色も付けました 

②同じレイヤー(こ元の線画に沿って、ポイントカラーを付 
けました 

④キャンバスの全体図を確認しながら描画し続けると完成 

です 



⑤青の女の子も同様のやり方で塗りました 

一番手前の葉を描いて、いったん完 

成です。仕上がりをもう一歩詰めてい 

きます。 
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character 1 
5J常 ~ 
100K 

character 2 
il* 
100% 

if常 
100K 

通常 
10OK 

Ji常 
100 Ji 

しイヤーを整えました。r葉」「キャラ 

クター1」「キャラクター2」「手前の建 

物j「天井」「奥の建物」の計6つのレ 

イヤーにまとめます。 

一番上段に合成モード「明暗」の新 

規レイヤーを作成し、キャラクターと 

葉の光が差し込む部分に薄いオレン 

ジ色の「エアブラシ」で塗ります。 

S 
0 
S 
□ 

fj' 

tr 

sunshine_1 
明瞎 
58K 

reaf 2 
il常 
mo% 

af常OK 
e里o 

ル 

CIHAPTSO? 
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明るくした部分を青色で表示しました 



背景レイヤーの上にも「明暗」のレイ 

ヤーを作成して、光が差し込む部分 

を塗ります。 

困 sunshine 2 
8月暗 

S 
门 m 

2 
通常 
m% 

新規レイヤーを作成し、キャンバスの 

上部に白色でグラデーシヨンを付け 

ました。 

Photoshopに移り、「フイルターj 

-「ぼかし」-「ぼかし（ガウス）」を選択 

して葉をぼかします。 

S 
f7|j 

sunshine 3 
11常 
A?% 

sunshine 1 
明暗 
5S5S 

20 
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背景をぼかす前に、線画を付ける作 

業に進みます。分かれている背景用 

のレイヤーをそれぞれ1つずつコピー 

して、一枚のレイヤーに結合します。 

，0: 
寒 

Am 
i^l ©,」jJ 今 

22 
「イメージ」-「色調補正」-「彩度を下 

げる」を選択して、背景を白黒に変え 
ます。白黒に変えたレイヤーをコピー 

して「イメージ」-「色調補正」-「階調 

の反転」を選択します。背景の色が反 

転されるので、レイヤーモードを「覆 

い焼きカラー」にすると背景が真っ白 

になります。「フィルター」-「その他」- 

「明るさの最小値」を選択し、「半径 

(Radius):3」に設定します。 

①彩度を下げました ②色を反転させました 

背景を真っ白にしました ④線画にしました 
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25 
「イメージ」-「色調補正」-「しべル補 

正」で線画の色を調整します。レイ 

ヤーモードを「乗算」に変更すると、 

背景に線画が重なります。 

分 

24 
線画レイヤーを背景レイヤーの分だ 

け複製し、背景レイヤーにクリッピン 

グして結合します。 

H奥の建物をぼかします。「ぼかし（ガ 

ウス）」フィルターを「半径:18.0 

pixel」で適用します。天井は、奥の建 

物より前に出ているので、数値を少し 

下げます。 



g 
> 
で 

〇 
NN 

イフストの色を調整します。周囲を森 

が囲んでいる設定なので、葉の色で 

ある緑色を選択しました。新規レイ 

ヤ~^作成し、レイヤ_モードは「ピ 

ンライト」を選択します。その後、好み 

に合わせて不透明度を調整します。 

「不透明度：10%jに設定しました 紫[cした場合 
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H全体を調整して完成です。SAIで「用 

紙質感：水彩2」にして、水彩っぽい 

質感を加えました。また、全体の色も 

少し薄く調整しました。 

cFHmR. CIHAPTERO? TS 

20? 





CIhapter. 04 
カラー&線画ギャラリー 
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あとがき 

絵を描くことが楽しすぎるあまり、小学生の頃は登校する何時間も前に起 

きて絵を描いていました。それがいつからか、「絵を描くことがとにかく楽し 

い」ではなく、「上手く描かないといけないJに変わり、楽しさがなくなってい 

き、「上手く描く」ということに囚われてしまうようになっていました。 

昔はただ描きたいものを描くだけだったから、「成功」も「失敗」もなかったの 

ですが、「上手く描かねばJと思ってからは、自分の絵に対して「成功」か「失 

敗」かという感想ばかりになり、そしていまだにその考えから抜け出せてい 

ません。「上手く描かねば」というプレッシャーが重くて、昔のことを思い出し 

ながらまた楽しく絵が描きたいと常に悶えています—— 

絵を諦めようかと悩むこともありましたがY少し休んでいるとまた「描きた 

い」と思う体になってしまったので、やっぱりこれからも絵を描いていきたい 

と思います。なかなか思うようにならなくて落ち込むことも多いのですが、諦 

めずに絵を描いていきたいから、自分が納得いくまで反省と勉強を繰り返し 

ながら頑張りたいです。 

CGはいろいろな試みができるので、本書では私が試行錯誤を重ねて見つけ 

た描き方もたくさん詰め込んでいます。私の解説の拙さのせいで「絵は難し 

い」と思った読者さんもいると思いますが、簡単に要約するならば、「1段階 

影」-「2段階影」-「反射光」-「八イライト」の順序を覚えていただけると真似 

しやすくなると思います。 

本書により、私自身はもちろん、読者のみなさんにとっても一歩成長できる 

きっかけになることを願っております。最後まで読んでいただき、ありがとう 

ございました。 

2018年3月 DSマイル 
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